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ベテランと若手の団結で
品格あるロータリー活動を！
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言行はこれに照らしてから
1. 真実かどうか
2. みんなに公平か
3. 好意と友情を深めるか
4. みんなのためになるかどうか

Rotary International
国際ロータリー会長
K.R. ラビンドラン

第 2067 回例会

●創
立：１９７３年２月２３日
●会
長：上田 郁生
●幹
事：上山 惣太
●会報委員長：堀内 伸也

2015 年 11 月 13 日（金）
出席報告

① 開会 点鐘

例会数

会員数

出席数

出席率

③ ビジターの紹介

第 2066 回

28 名

15 名

60.0％

④ 会務報告

第 2064 回

27 名

17 名

70.8％

② ソング ｢奉仕の理想」

備 考
出席義務免除
4 名（出 1）
補
填
4名

｢会長の時間｣「幹事報告」
⑤ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

ニコニコ箱
●品川会員、卓話よろしくお願いします。

⑥ 第 3 回クラブフォーラム

上田 郁生会員

社会奉仕委員会部門
森下 慶治社会奉仕委員長
⑦ 閉会

点鐘

●品川さん、卓話楽しみです。

鈴木 洋会員

●安田様御入会おめでとうございます。よろしくお
願いします。
先週欠席、本日早退のお詫び。 長尾 穣治会員

第 2068 回例会

11 月 27 日（金）

☆卓話「県境の謎」パート 1 鈴木 洋会員

●・品川さん、卓話楽しみです。
・長尾さん、友の紹介ご苦労様です。
奥田 長二会員

＊11/27（金）～29（日）
高知中央ＲＣ創立 30 周年記念事業
第２回龍馬杯野球大会（ホスト：高知中央ＲＣ）
11/27（金） 代表者会議

●安田君、ようこそ。

池本 繁喜会員

●品川さん、卓話楽しみです。

大橋 秀造会員

17：00～

於：城西館
前夜祭

18：00～ 於：城西館

●今回合計

6,000 円

11/28（土）、11/29（日）野球大会
於：高知球場 東部球場

◎累計

254,610 円

11/30（月）予備日
野球同好会メンバー 出席予定
★例会場：㈱西武百貨店八尾店8階バンケットルーム ℡:072(997)0111 内線5580 ★例会日時：毎週金曜日12時30分
★事務所：〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番 西武百貨店内 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620
★http://www.yaohigashi.org/ E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

会長の時間
「文化と
11 月 11 日に日本では 53 年ぶりに国産旅客機 MRJ の

コミュニケーション」

テスト飛行が行なわれ、無事に成功しました。日本

品川

芳洋会員

での国産旅客機の製造は、YS－11 以来のことです。
MRJ とは三菱リージョナルジェットの略で、リージョ

参考 異文化コミュニケーション（有斐閣）

ナルとは小型旅客機のことです。高い技術力をもつ
日本が今まで航空機の開発を行なわなかったのか、
私も以前から不思議に思っていましたが、終戦後の
連合国軍最高司令官総司令部（GHQ）による規制によ
るもので、当時「世界最強の戦闘機」と言われてい
た零式戦闘機のようなものを開発されては困るから
だと言われていました。

我々がお互いにコミュニケーションをとるとき
に大きく
a.)言語によるコミュニケ－ションと言語によ
らない b.)非言語コミュニケーションがありま
す。更に、体の５感に訴えるものの代表として
c.)デザインによるコミュニケーションがあり

今回の MRJ は国産と言われていますが、エンジンは

ます。

アメリカ製とのこと。純国産ではなく、様々な国の
部品が使用されているようです。

文化が「後天的・歴史的に形成され共有される

世界での小型旅客機の需要は高く、アメリカでは国
内線の 90％以上が小型旅客機を使用しており、すで
に MRJ の受注 407 機のうち約 200 機はアメリカから
の発注のものです。

生活様式の総体系＜クラックホーン＞であるだ
けにコミュニケーションをはかるにおいて発
信・受信双方にそれぞれの文化が大きく関わっ
てきます。

今後全世界から発注されると予想されています。自
動車・家電などと共に、日本経済に大きな影響があ
ることを期待したいと思います。

言語は音声言語と文字言語に大別され、今、世
界には約 4000 もの言語があるとされます。特に
音声言語はすべての言語にあります。

幹事報告

a.)言語コミュニケーションには
1）意思の伝達

①ガバナー事務所より下記の連絡がありました。

国際ロータリー第２６６０地区

2）意味づけ

3）思考の発達に

不可欠である、という機能と意味があります。

一方、言語によらない

ガバナーノミニー・デジグネート候補者の
指名について

b.)非言語コミュニケーションには
1.顔の表情、視線、手振り、身振り、姿勢など
の身体伝達行動

国際ロータリー細則第１３条の規定に基づき、大
阪南ロータリークラブ会員、山本 博史氏が２０１
８～２０１９年度国際ロータリー第２６６０地区ガ
バナー

候補者に指名されたことを宣言します。
以上

2.体型、毛髪、皮膚などの身体的特徴
3.握る、撫でる、叩くなどの接触行動
4.音声の特徴、笑い声、泣き声、咳、発話中の
間などの周辺言語
5.空間、距離、縄張りに関する近接空間論 ：
欧米のＭ時間(monochronic time)：時間厳守 とラテン

アメリカ、南ヨーロッパ、中東諸国のＰ時間(polychronic

示し、更には車内放送で案内、また時には車掌さん

time) ：時間厳守より対人関係重視

が直接案内する場面もよく見かけます。外国の街で

6.化粧品、服装、持ち物などの物品

は「守れない場合は条例により罰せられる」とまで

7.家具、装飾品、光、温度などの環境要素

書いてある場合がありました。

等があります。

同じ意味のメッセージを表現するにおいても斯様

これらは

に様々なケースがあります。

① 言語メッセージの代理、② 言語メッセージの
強化、③ 言語メッセージの否定

c) デザインによるコミュニケーション

といった機能をもっています。

デザインによるコミュニケーションは文明黎明期
から存在し、象形文字や甲骨文字といった文字の源

本題の「文化とコミュニケーション」の関係を表

となり発展して行きますがデザインそのもののメ

すのに Edward Hall によるとても明快なモデルが

ッセージ性は人間社会で大きな役割を担ってきて

あります。

います。

異なった文化コンテキスト間に属する A と B とで
は同じ意味を伝えるのに情報量が異なってきま

事実、我々の周りには色と形で成るサインやマーク

す。高コンテキスト文化社会において、情報は記

と広告が満ち溢れています。

号化されたメッセージよりもコンテキストの中

中でも普遍性を持ち、誰が見てもメッセージ（意味）

にあり、低コンテキスト文化社会において情報は

が簡潔に伝わるものとしてピクトグラム（絵文字）

主に記号化されたメッセージの中に含まれ、言語

があり、ボーダレスな現代社会においてとても重要

の価値は一般的に高くなります。

な役割を果たしています。
1964 年の東京オリンピックの時に、異文化の人々を
受け入れるに際し、考案された数々のピクトグラム
はその後のピクトグラム発達のベースとなり、ＩＳ
意

Ａ
Ａ

情

コンテキスト

ＨＣ
高コンテキスト

Ｏ（国際標準化機構）による標準的な仕様へと発展

味

報

していっているものもあります。
コミュニケーションが文化と深く関わるものだけ

Ｂ
Ｂ

にグローバル化の良さといろいろな風土歴史から

ギャップ
ＬＣ
低コンテキスト

生まれるピクトグラムの味わいのある良さも大切
（出典）Hall,Edward.T

.Beyond Culture,
Garden City, NY :
Anchor Press,1976,P.102

例えば、公共交通機関である電車内での身体的弱
者への「優先座席」についてみてもその案内は
様々です。高コンテキスト社会においては単に
「優先座席」と表記するなり、座席に色を施した
りして示すことで十分ですが、低コンテキスト社
会においては、「優先座席

・老人・身体に不自

由がある人・妊婦．
．．」と対象となる人のことを

にする必要があると思われます。
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