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未来を見据え 

更に親睦を深め、皆でクラブを再活性化しよう 
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第２６９２回例会  

令和５年１月２０日 

お祝い・ 

クラブアッセンブリー 

＜会長の時間＞ 
1 月 8 日の新年家族例会に出席

頂きまして、ありがとうございま

した。厳かな雰囲気盛りましたが

楽しい時間を皆様と共有できた

ことに感謝申し上げます。親睦委

員長の堀さんに置かれまして食

事もまともに摂る間もなく、まさ

に孤軍奮闘で頑張っていただき

ました、重ねて感謝申し上げます。今後もこのように継続

して懇親会を開催できることを祈念申し上げます。 
さて自分が当たり前だと思っていた事を誰かに話した時

に全く予想外の反応をされた事はないでしょうか？例えば

目玉焼きには醤油だと思っていたのに、他の人に話してみ

たらその人の中では、目玉焼きにはケチャップだったなん

て感じで…決して目玉焼きにケチャップがおかしいとか言

う話ではないのは理解して下さい。 
自分の中の当たり前が、他人の当たり前ではないって事は

よくある話じゃないかと思います。でもこれは一体どこか

らきているのか？これが良いか悪いかは別として、人の思

考は全て本人の思い込みからじゃないかと思っています。 
例えばこの『会長の時間』が楽しいって思うのも、詰まら

ないと思うのも結局はその人の思い込み次第なんじゃない

かと思うのです。人生は思い込みを変えたら割と難儀なこ

とでも上手くいってしまったりするのではないかとも思っ

ているのです。 
本日はその『思い込み』について少し調べましたのでお話

しさせていただきます、朝の星占いで運勢が良かったとき

は、スムーズに事が運び、実際にうまくいったりします。

逆に運勢で最悪の日は、失敗を全て星占いに結びつけて、

運勢悪かったと落ち込んだ経験のある方もいるのではない

でしょうか？これは潜在意識にある事を実現させるために、

脳が自然とその方向へ導いている結果だそうです。言い換

えれば「物事の結果は思い込みでコントロールできる」と

いうことです。 
この法則を良い方向へと考え「思い込み」を活かすために、

お馴染みの Google 先生に聞いてみたところ、興味深い「科

学に裏付けられた４つの思い込みの力」を見つけたので、

ご紹介したいと思います。 
一つ目は「プラシーボ効果」です、偽物の薬でも「本物だ」

と思い飲む事で、効き目が現れるという現象です。カナダ

海軍で行った有名な実験で、軍人に酔い止めの薬を与えた

のですが、偽物を飲んだ人にも効果があったというのです。

思い込みの力は気持ちだけでなく身体にも実際に影響する

効果です。 
二つ目は、ピグマリオン効果です。期待された人は期待さ

れた通りの成果をあげるという現象です。ある小学校で知

能テストを行った実験で、先生から「今後成績が伸びるの

はこの生徒たちです」と言ってリストを渡しました。その

リストは無作為に選んだ生徒たちだったのですが、教師の

期待をかけられたその生徒達は、その後実際に成績が伸び

たというのが実験の結果でした。「あなたはできる」と言

われ期待をかけられ続けていると、心のどこかで「私はで

きる」とその気になり、努力することが苦でなくなり上達

が速くなります。「期待されると実際に成果があがる」と

いうのがピグマリオン効果です。 
三つ目は、ゴーレム効果です。前者とは真逆の現象、「期

待されないでいると実際に能力が下がってしまう」という

現象がゴーレム効果です。 
四つ目は、ハロー効果です、「ハロー」は「後光」という

意味で、挨拶とは関係ないようです。ハロー効果とは対象

の目立ちやすい特徴に引きずられ人の認知が歪む現象です。

高学歴の人が来ると「なぜか仕事ができそうだな」と思っ

てしまいがちです。実際は働くまで仕事の出来具合は分か

らないのに、学歴だけで「できる」と強く思い込んでしま

うのです。また、年収が高い方を立派な人間に感じたり、

逆に第一印象が悪い人は良い言動をしても「なんとなく嫌

だな」という感情が拭えなかったりというのも「ハロー効

果」の一種です。もっと身近なところで言えば、好意を持

つ人の言動は何もかも許され、共感しやすいといったとこ

ろでしょうか。 
そろそろ、話をまとめていきますと RI 会長は毎年変わり

ますが、最長となる 32 年間職に従事した初代事務総長チェ

スリー・レイノルズ・ペリーはこう申されていました。『ロ

ータリーの民主性的な精神は、すべての価値ある組織の繁

栄に不可欠です。ロータリーを単なる金持ちクラブにして

はなりません。組織の民主性をいつも高潔に保っていれば、

事業等の水準を夢にも思わなかったようなレベルにまで高

め、そのレベルに到達したいと思うようになるでしょう』 
このように考えると、これまで会員増強は会員数の目標、

つまり「何名が入会したか？」に主な焦点を置いてきまし

た。自然の成り行きとして、強力で著名な実業家たちから

新会員を求める傾向も少々有ったように見受けられます。 
地域で立派な功績を残しているからといって、その会員候

補が必ずや、よき会員になるとの思い込みは危険で、ロー

タリーが強く効果的となり、次世代のリーダーを育てたい

と願うのであれば、もっと多様な人を歓迎し、その後もず

っとロータリーが居心地の良い場所であると感じてもらえ

るようにする必要があります。 
昨今 RI は DEI 戦略を進展させよう躍起です、最近も地

区 DEI セミナーが開催されましたが、もっとダイバーシテ

ィ（多様性）でありインクルーシブ（包括的）になり、す

べての人にエクイティ（公平性）な機会を与えなければな

らないことが重要であるとされています。 
今までのデータや思い込みを取り除き、我がクラブでもデ

ータだけでなく刷新した増強を検討していく必要があるの

ではと考える今日この頃です。 
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＜幹事報告＞ 
◎ガバナー、ガバナーエレクトより 
・会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）のご案内 
日時 3月26日（日）10：30点鐘17：30懇親会19：00終了 

  場所 名鉄グランドホテル     
◎ロータリーの友事務所より 
 ・「友：電子版」閲覧用パスワードの変更について 
        1月15日より変更  ※ＩＤは変わらず 
◎関係各位より 
 ・年賀状 拝受 
＜例会変更＞ 
高 山 … 2月 9日(木)は、定款により 休会 

2月23日(木)は、法定休日(天皇誕生日)のため休会 
＜受贈誌＞ 
高山中央ＲＣ（会報）、ＲＩ日本事務局（職業奉仕月間リソース 
のご案内）、米山記念奨学会(ハイライトよねやまvol274)、（一財） 
比国育英会バギオ基金（バギオだよりVOL.94）、(社)高山市文 
化協会（広報高山の文化No241）、（株）フジマキネクタイ2023-24 
ロータリーカタログ） 
 

＜出席報告＞ 

 
 

 

喜寿：井辺一章さん、斎藤 章さん、 還暦 ：田邊 淳さん 
古希 : 米澤 久二さん 

 

＜本日のプログラム＞ お祝い  

 

◎会員誕生日 
  井辺 一章 
    １． ３ 
  米澤 久二 
    １．１０ 
 
（当日欠席）    

古橋 直彦 
  １． ９ 

 
 

 
◎夫人誕生日（当日ご自宅に花束をお届け） 
     田中  武   文子 さん     １． ６ 
          米澤 久二   智子 さん     １．２５ 
     門前庄次郎   真理子さん     １．２９ 
     堺  和信   淳子 さん     １．１６ 
     垣内 秀文   優子 さん     １．１８ 
      松田 康弘   りな さん     １．２２  
◎結婚記念日（1週間ほど前にグリーンホテル商品券を郵送） 
     伊藤 松寿   Ｓ４７．１．１１ 
     長瀬 達三   Ｈ１４．１．３０ 
 

 

◎出席表彰 
      垣内 秀文 

    ４年 
 
 
 
 

 

 

◎在籍周年記念表彰 
内田 幸洋 

      ３５年 
 
     
 
 

 

 

◎３ヶ月表彰 
・井辺 一章  ・垣内 秀文  ・下屋勝比古  ・杉山 和宏 
・田中  武  ・堀 幸一郎    ・松田 康弘  ・米澤  久二 
 
   

クラブアッセンブリー 
Ｓ．Ａ．Ａ   米澤 久二 

例会等が秩序正しく楽しい雰囲気

で運営できるように努めて参りまし

た。上半期、皆様のご協力で、つつが

なく例会の運営ができたと思います。 

新しい試みとしてネームバッジを、

アイウエオ順に配置するようにしま

した。お帰りの際はバッジを所定の位置に返して退室ください。 

今期のＳ．Ａ．Ａ のスローガンは「Ｓ．Ａ．Ａは早めに来て遅

めに帰る」です。残りの期間皆様のお力添えよろしくお願いします。 
 
 
 
 

雑誌・広報・会報委員長 

中島 一成 

今年度の会報・雑誌・広報委員

長は中島、副委員長は鴻野幸泰さ

んです。 

これまでの活動内容としては、

ホームページでは例会の都度会報

を発行し、地域の方に閲覧いただ

ける環境を作っています。 

 

出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

３３名 － ３３名 ３６名 ９１．６７％ 

＜賀寿 記念品贈呈＞ 
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Facebookでは月１回程度情報を更新し、直近では第2770地区

細渕ガバナーの卓話や松倉中学校での出前講座など、特色のある活

動を紹介しています。雑誌では毎月第一例会で「ロータリーの友」

の中の注目すべき記事を紹介し、情報の共有化と活性化を図ってい

ます。観光カード名刺は東京紀尾井町RCへの訪問時に渡すことで、

高山の名所を紹介すると共に、当クラブの認知度向上につなげてい

ます。 
 
親睦活動委員長  堀 幸一郎 

12月17日（土）カフェ＆レストラ

ン花水木にて「クリスマス例会」を、

1月8日（日）高山グリーンホテルさ

んにて「新年家族例会」を開催させて

頂きました。新年家族例会に出席した

ことのない私の不慣れな司会進行で

したが、会長をはじめ皆さんのご支援

でコロナ禍にもかかわらず、何とか２

つのイベントを無事終えることが出来ました。有難うございました。 
残るは新緑例会です。楽しい例会となるよう企画しますので、ご参

加の程よろしくお願いします。 
 

ニコニコ委員長  田中 武 

副委員長に野尻陽子さんです。 

毎回皆様には大変ご無理を言いま

して申し訳有りません。 

 前期のニコニコ委員会も今回も

コロナの関係でおもう様な行動が

出来ず苦労しています。今回こそ

はと思いながら考えてやっていま

すがやはりコロナの関係で思うよ

うに上がりません。ニコニコの収入は色々の事で使われています、

本会計の補足その他の補足に幅広く使われています、このままでは

今年も昨年同様になるのかなとも思っています、その辺を是非お汲

み取り頂きご協力お願い致します。 

 ニコニコの役員（集計、読み上げ）ですが欠席が多くそして当日

欠席等で決めていてもなかなかうまくいきません苦労しています、

私は当日雰囲気を見て誰彼なく指名させて頂いています指名され

た方はニコニコしながら喜んでお願いいたします。 
 
 
出席・プログラム委員長  堺 和信 

基本方針は「例会出席率の向上を目

指し、例会出席できない会員にはメー

クアップやオンライン出席を推奨す

る。理事会や各委員会と連携し例会が

楽しく有意義な場となるように円滑

な例会運営を目指す」です。 
前期で20例会開催していますが、

３RC合同例会とクリスマス例会を

除いた18例会の平均出席率は77.27％でした。最高出席率は7月

1日の初回新役員挨拶で88.57％、最低出席率は8月19日のロー

タリー情報委員会担当例会で62.86％でした。特に、お仕事や出張

でどうしても会場に来られない会員に、本年度から始まったオンラ

イン出席を活用していただき出席率を向上させ、年間平均出席率を

80％台に上げたいと思います。 
また、プログラムにつきましては細渕ガバナーと田中明市長の卓

話例会により多少変更がありましたが、前年度までのような新型コ

ロナ感染症の影響はなく順調に開催されています。 
残りの半期においても、理事会や委員会と連携し、円滑な例会運

営に務めたいと思います。 
 

 

会員増強委員長   松田 康弘 

任期も半分終わりましたが、

現在のところ冨岡さんと水梨

さんが新会員として入会され

ました。現在 4 名の候補者に

お声掛けを継続しております

が、難航しております。 
まだまだ会員増強に対する熱

意が不足しているところであると反省しております。後半も

声掛けを継続してまいりたいと思っておりますので、皆様に

おかれましては同級生、知人、どんな形でも結構ですので一

人でも多くの候補者のご推薦 をよろしくお願いします。 
なお 2 月1 7 日の会員増強委 員会担当例会 は、飛騨市

古川町にある株式会社ドローンコンシェルジュという会社

の社長をお招きして卓話をしていただく予定です。 
なかなかユニークな社長で、北海道から飛騨市にドローン

普及のために移住をされた経歴を持ち、今後のドローンビジ

ネスの可能性についてご教授いただく予定です。 
オープン例会にもなっておりますので新会員候補以外の

方にも、是非幅広くお声掛けいただきますよう重ねてお願い

いたします。 

 

職業分類・選考委員長  阪下 六代 
  当委員会の活動は受動的なもの

にならざるを得ませんが、前半期同様、

会員増強委員会の活動を、鋭意、下支

えして参ります。 

 

 

ロータリー情報委員長 門前 庄次郎 

副委員長に遠藤隆浩さんです。 

基本方針は『新会員にロータリーを

理解して頂く為のオリエンテーショ

ンを開催し、また会員向けに情報提供

と意見交換の場を設け、RCの理念を

共有しロータリアンとしての意識高

揚に努める。』といたしました。 
 今年度は上期に冨岡さんと水梨さ

んに入会頂いておりますので、会長・幹事にも参加頂いて、オリエ

ンテーションを開かせて頂きました。下期にも2回目の会合が出来

る事を、期待したいと思います。 
 また8月19日に担当例会を持たせて頂きました。グループに分

かれて当クラブの課題等について、意見交換をして頂きました。 
様々な意見を頂き、会員それぞれにクラブについて考えて見えるこ

とを感じました。頂いた意見を、少しでもクラブの運営に取り入れ

て頂ければと思います。 

 

職業奉仕委員長 田中 晶洋 

副委員長は平 義孝さんです。 
職業奉仕については、上半期は

活動しておりません。 
下半期は1月27日に担当例会を

予定しております。「ひるねこ」と

いう精神障がい者の就労支援事業

所を運営しておられる野中さんと

管理者の野尻さんという２名の女性を招いて卓話をしてもらう予

定です。 
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なぜひるねこさんに来てもらおうかと思ったかというと、昨今精

神面で休職される方が非常に増えてきていまして、経営者の方々も

どう関わっていいのか悩まれる方も多いと思います。実際にメンタ

ルを病んで休職される方がどんな風な考えを持っているのかとか、

経営者としてどう関わっていけばよいのかについて学ぶところも

多いと思います。実りのある内容となることを願っています。 
下半期も宜しくお願い致します。 
 

社会奉仕委員長 杉山 和宏 

上半期においてソフトミニバレ

ーボール大会のスポンサーがあり

ましたが、コロナ禍により延期と

なってしまい、委員会活動はあり

ませんでした。下半期は6月9日

に担当例会が控えております。次

年度の7月に社会奉仕にも関連す

る補助金事業を担当しますので、

そちらに繋がる方をお招きし、卓話を頂きたいと考えております。

皆様の例会出席をよろしくお願いいたします。 

 
 
国際奉仕委員長  長瀬 達三 
本年度の当委員会の基本方針

は、「海外のRCがコロナ禍を経

てどのように活動しているのか

を調査すると共に、これまでの

当クラブの活動内容を振返る」 

です。 
活動内容については、 
１．海外のRC数クラブ（知人やその関係者がいるかどうかという

レベルでピックアップ）に、現在でもマスクの着用や手指消毒、

オンライン開催等を行っているかをメールで問い合わせてみよ

うと思います。 
２．これまで、当クラブでは「飛騨高山国際協会」と「高山デンバ

ー友好協会」の団体会員となっていますが、私自身この2つの団

体の実体も当クラブとの関りも知りません。どの様な団体なのか、

会員であり続ける意味について、これまでの当クラブとの関りを

振返り、場合によっては3月10日の担当例会時に両団体の方を

ゲストにお招きして、お話をお聞きしたいと考えています。 

 
 

青少年奉仕委員長  井口 大輔 
上期は例年通りスポーツや芸術に

関わる催しに協賛する他、キャリア教

育を考える会として9/16松倉中学校

にて出前講座を開催。子どもたちに飛

騨で暮らす意義を伝える一方、Zと評

される世代と触れ合うことで講師自

身も気持ちを一新することができま

した。 
下期は年度末となり、義務教育9カ年皆出席者表彰を行うことで

健康と皆出席を称えると同時に成果主義となった現代においても

ヒトとして大事なコトを認知してもらえるよう活動の参画実施し

ていきますので何卒ご協力をお願いします。 

 
 
 

 
ロータリー財団委員長 斎藤 章 
上半期の12月9日に例会担当し

ました。委員長が担当し財団の現

状についてご報告させて頂きまし

た。今年度は、各クラブへの100
ドルと地区要望の50ドルの合計の

150ドルを財団に送金予定です。

毎年の２万円の特別会費は集金せずに送ることが出来そうです、本

年度補助金事業はありませんが、例年地区での上位納入クラブとし

て次年度に期待します。下半期では、主立った行事予定はありませ

んが、ここ数年間ではポールハリスフェロー及びベネファクターが

あまり増えておりませんので、新規のフェローの獲得とロータリー

カードメンバーの増加への努力をいたしたいと考えています。 
 
米山奨学委員長  内田 幸洋 
担当例会は昨年10月７日に地区委

員の高山中央ＲＣ、熊﨑元康氏に来場

いただき卓話を聞きました（詳しくは

会報10/7参照）。 
現在クラブ活動計画書の米山奨学

者名簿に名前の載っていないメンバ

ーは10名います。今年度中に5,000
円からでいいので是非ご協力をお願いします。 

 
＜ニコニコボックス＞ 
●垣内 秀文さん、大村 貴之さん 

先日の新年家族例会にご参加の皆さん、楽しい時間をありがとうご

ざいました。これからも楽しい例会・行事を計画・実行していきま

すので、下期もよろしくお願いします。本日はクラブアッセンブリ

ーです。各委員長さん下期の計画など報告よろしくお願いします。 
●挾土 貞吉さん 
コロナ禍での新年宴会、美人歌手の唄に酔い、楽しいひと時を過ご

しました。垣内会長、良き同級生をもち幸せ一杯だと思います。お

めでとうございます。 
●伊藤 松寿さん 
先日1月11日には結婚記念日のお祝いをクラブより頂戴し誠にあ

りがとうございました。私たち夫婦も結婚満51周年を迎えました。

今後も元気で仲良くやって参りたいと思います。宜しくお願いいた

します。 
●井辺 一章さん、斎藤 章さん 
皆様おめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。

本日喜寿のお祝い頂きありがとうございます。 
●田近 毅さん､平 義孝さん、内田 幸洋さん、米澤 久二さん、 
田中 武さん、鴻野 幸泰さん、塚本 直人さん、向井 公規さん､ 
田中 晶洋さん､田邊 淳さん、杉山 和宏さん､松田 康弘さん､ 
中島 一成さん､堀 幸一郎さん 

2023年の初例会！今年は「ウサギ年」です。クラブの皆様お一人

お一人が、仕事や家庭が健康で飛躍の歳になりますよう、地球上か

ら戦争や紛争や感染症がなくなり、災害のない平和な暮らしができ

る事を願います。年末のサンタから、新年家族例会の司会まで堀さ

んいろいろありがとうございました。今年も親睦と懇親で笑顔あふ

れるクラブを楽しみましょう！ 
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