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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 

２０２２－２０２３年度 
ＲＩテーマ 

第２６９４回例会  

令和５年２月３日 

お祝い・ 

会員スピーチー 

＜会長の時間＞ 

２月は平和と紛争予防／紛争解決月間

です、紛争と言えばロシアによるウクラ

イナへの侵攻ですが、各国での争い事が

早く収まることを願うばかりです。 
ところで身近なところで身の回りで争

い事はありませんか？例えば家庭内と

か、そこが微妙な雰囲気になっている、或いは既に争いが勃発して

いて長引いてしまっている、そんな時は世界の平和を心から望む

我々ロータリアンが率先して、何か美味しいものをご馳走してやっ

てください！美味しいものを一緒に食べると何故かその場が和み、

離れていた心が一つになるようです。 
最近世間を騒がしている、ルフィーの事件は他人事ではありません。

同一グループとみられる犯罪集団が全国各地で強盗を繰り返して

いました。住人を脅して金品を奪う、被害者の中には暴力を受け命

も落とした人もいる。「うちは大丈夫」と思うのは危険で、今後さ

らなる模倣犯が出てくる可能性もあり、既にそのカモリストに載っ

ていると考えた方が良いと思われる方が…ここにはみえませんよ

ね（笑）「カモリストって何？」という話ですが正式な用語ではな

く、詐欺師にとって“狙い目の人”の情報を纏めた物と考えてくださ

い。昔訪問販売業者の仲間内で玄関シールや郵便受け、チャイム押

釦に数字暗号マークが書き込んであり、ここは一回で簡単に落とせ

る、粘れば成果有り、ここは無理すると通報される…そういった秘

密情報があったと聞きました。 
情報と言えば個人情報で様々な問題が山積しており、監視カメラと

聞くと警戒する人も多いと思いますが、監視カメラって本当は正な

のでしょうか？悪なのでしょうか？昨年末高山でも「ポイ捨て映

像」が流出し大騒ぎになりました。私もクラブ会長任期の特に6月

30日まではカメラが回っていようがいまいが「清く､正しく､美し

く」更に襟を正していきますとハッキリ皆様の前でここに誓います。 
さて日本を含めて民主主義国家では過度な監視カメラの設置はプ

ライバシー侵害と敬遠する向きもありますが、10～20年先には監

視カメラは生活を更に便利にし、治安維持のためにも必要不可欠な

インフラシステムになっていると思います、既に自動車や住宅設備、

家電とあらゆる物にカメラ装備している機種も多く、機能も充実し

た物となってきています。 
ご存知の様に中国は異常な監視カメラ国家で、一部の都市で設置が

進む「信号無視防止システム」がその象徴であるといえます。これ

は横断歩道が赤信号の時、動く物体を感知すると、写真と動画を自

動的に撮影し、この画像を自動解析して公安が保有する身分証の顔

写真データと照合し、違反した歩行者の名前、住所、勤務先を特定

します。そして警察当局が違反者に通知し罰金を科し、更に勤務先

にも通知される、又それだけでなく交差点近くに設置された大型モ

ニターに、信号無視した人の顔も晒されるそうです。個人的には行

き過ぎ感が否めないのですが、事故や犯罪に抑止力があるとも言え

ます。 中国の「社会信用システム」は国民を監視カメラの活用を

駆使してスコアで評価し、それに応じてメリット、デメリットを設

けて個人の行動を管理する為のシステムです。 
更にモバイル決済が進んだ国が韓国に次ぎ中国です。因みに日本は

世界第10位で最近30％を超えました。中国は大体がアリババ集団

のアリペイ等のアプリを通じてであり、決済比率は90％を優に超

えていますが、偽札が普及していたことが背景にあるそうです。ア

リババ等はこの膨大な取引データを活用して個人の信用レベルを

スコアリングするサービスを各企業に提供しているそうです。それ

を元に各企業は顧客に合わせたサービスを提供します。当然スコア

の高い顧客には利点があり、質の高いサービスを受けることができ

ます。特筆すべき点が、このIT企業のサービスが行政と強く結び

ついていることで、共産主義国なので、個人データも評価システム

も国が使っているといえます。これらは我々からすると不気味に見

えますが、中国では「スコアに影響するので悪い事をするのは損」

という感覚が広まり、信用スコアは暮らしやすい社会の実現をサポ

ートすると考える人も増えているそうです。見られているから規律

正しくする、考え方は不純ですが結果的に日本人より、中国人の公

共意識が高くなる可能性も否定は出来ないです。 
日本も監視カメラの設置やマイナンバーカードなどでデータの活

用は徐々に進むとは思いますが、我々にとって幸いなことに人権や

個人情報保護が壁になり、中国のようにトップダウンで一気には進

まないと思います。  
最後に昨年保育園で園児虐待の報道を目の当たりにしましたが、監

視カメラは保育士保護のためのシステム導入の必要性を説いてい

るコメンテーターを見かけました、日本の場合「監視」ではなく「防

犯」と言葉を置き換えることだけでも不快な気持ちも少しは和らぐ

でしょう。今後日本が中国のような監視大国だけにはならないこと

を願うばかりです、皆さんはどうお考えでしょうか？ 
 
 

＜幹事報告＞ 

◎ガバナー、地区青少年交換部門委員長より 
・国際青少年交換2024-2025夏期派遣学生募集案内 

   派 遣 先  米、豪、新、仏、瑞、諾等 
資  格  出発時の年齢が満16歳以上18歳未満でＲＣの 

推薦する高校1年生･2年生の者)で、学業成績 
は平均以上で、日本国籍を有する者 

   期  間  2024年8月(派遣国により異なる)より約1年間 
   選 考 日    ７月２３日(日) ホテルグランヴェール岐山 
   内定通知  ８月初旬。推薦クラブ会長宛に通知する 

回答期限  ７月７日(金)必着 
◎ＲＩ日本事務局より 
 ・平和構築と紛争解決予防月間リソースのご案内 
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◎飛騨高山国際協会より 
 ・シビウ国際演劇祭国際ボランティアスタッフ募集について(ご案内)） 

派 遣 先  第30回シビウ国際演劇祭(ルーマニア) 
派遣期間  6月15日(木)～7月5日(水)の 20日間 
応募方法  応募用紙を飛騨高山国際協会へ2月28日(火)必着 

＜例会変更＞ 
可児 … 3月9日(木)は、可児市ジュニアゴルフスクール開催のため 

11日(土)10：00～17：00日本ラインゴルフクラブに変更 
3月23日（木）は、定款により 休会 

＜受贈誌＞ 
高山中央（会報）、（株）クマヒラ・ホールディングス（抜萃のつ  ゞ
りその八十二） 
 
 

 
 
 
＜本日のプログラム＞ お祝い  

◎会員誕生日 

  遠藤 隆浩 

   ２．  ２ 

  鴻野 幸泰 

   ２．１３ 

 

（当日欠席） 

折茂 謙一 

  ２．  ７ 

  野尻 陽子 

  ２．１３ 

◎夫人誕生日 

      田中 晶洋   晶 子さん     ２．２４ 

     杉山 和宏   啓  美さん     ２．１９ 

     堀 幸一郎   由 美さん     ２． ８ 

◎結婚記念日 

     岡田 贊三   Ｓ４８．２．１０ 

     田邊  淳   Ｈ  ６．２．２６ 

     杉山 和宏   Ｈ１５．２．２３ 

 

◎出席表彰      （当日欠席）塚本 直人  １０年 

大村 貴之  １０年     堺 和信   ８年 

◎在籍周年記念表彰 

         なし 

◎３ヶ月表彰 

 ・伊藤 松寿  ・大村 貴之  ・鴻野 幸泰  ・堺 和信 

 ・塚本 直人  ・水梨 弘基  

 

 会員スピーチ 
   水梨 弘基 

皆さんこんにちは。改め

まして、昨年10 月に入会

させて頂きしまた水梨弘

基と申します。人前で話す

ことがとても苦手ですの

で、お聞き苦しいところも

あると思いますが、本日は

よろしくお願いします。 

それでは、私の生い立ちをお話しさせていただきたいと思います。 
1982年、昭和57年10月4日高山市初田町3 丁目にて次男としてこの

世に生まれました。3 歳上に兄がいる2人兄弟になります。小学校

は北小学校に入学しました。 
兄がサッカーをしていたため兄弟でよくある弟も一緒に同じス

ポーツをやると言うあるあるですね、私も高山北サッカースポーツ

少年団に入団しました。当時スポーツ少年団は小学 3年生から入団

と言う決まりだったんですが、なぜか私は1年生から入団していま

した。当時夢はサッカー選手。小学校1 年生から6 年生まで春休み

もなく、夏休みもなく冬休みもなくサッカー漬けの毎日でした。 
中学校は北小学校ですと、中山中学校へ入学するんですけども、

家庭の事情で山田町に引っ越すことになり、松倉中学校へ入学しま

した。サッカー仲間がたくさんいましたので、すぐ溶け込むことが

でき楽しい学校生活を送っていました。もちろんサッカー部に入部

しました。中三の中体連では飛騨地区1位通過。そしてもう一つ勝

てば東海大会でしたが、惜しくも敗れてしまい、県3位と言う結果

でした。 
部活も終わり、そこから少しゃんちゃな時代がありました。高校

はなんとか高山工業高校インテリア科に入学できましたが、わずか

1 年と言う短い期間で退学と言う形になってしまいました。 
それからよし遊ぶぞと思ったんですが、親がお前馬鹿野郎遊ばせ

んぞ仕事探してこいと言われ、退学して次の日2日後にはハローワ

ークにっ行て仕事を探しに行きました。どうしても中卒と言います

と仕事が限られています。カ仕事はしたくなかったので料理人か美

容師で悩みました。その当時、カリスマ美容師っていうのが出て来

まして頑張ればあそこまで稼げるんだと思い美容師を志しました。 
高山ではなく、どこか都会に行きたいなと思いまして、親戚がた

くさんいる名古屋に行こうと雇ってくれる店を探しました。ハロー

ワークで中卒で検索すると2店舗しかありませんでした。その時始

めて学力社会を痛感しました。ほとんどが高卒からじゃないと受け

入れていただけないところばかりでした。2店舗の内1店舗は住み込

み可のお店だったのでそちらに母親と2人で名古屋に面接に行きま

した。おばちゃん美容室でこんなとこ嫌やなぁと思いましたが、住

み込みで働かせていただけると言うことでしたので、何とか雇って

いただきました。場所は名古屋市昭和区八事。お店の 2 階に部屋

を借りて、エアコンもなく冷蔵庫と電子レンジ扇風機布団だけ持っ

て入店しました。門限は夜の9 時とても厳しい生活でした。 
そこから美容師生活が始まりましたが、私肌がとても弱くて手が

ボロボロでした。指を曲げれない位で休みの日も白い手袋して生活

しておりました。本来はそこで挫折する人も多いですが、私はこの

仕事しかないと思い今まで続けて参りました。美容室免許を取得す

るため中部美容専門学校の通信制に入学。4 年間通信教育で学び、 
2002年国家資格美容師免許を取得。名古屋で数店舗経験した後に

高山へ戻ってきました。 

出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

２６名 － ２６名 ３６名 ７２．２２％ 

＜出席報告＞ 
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高山で1 店舗市島町のラボーテと言う会社へ入社しました。そこ

で数年働き支店のLB2という店の店長経験者後に2011 年12月高

山市越後町以前ブレーメンと言う 喫茶店があった場所ですが、そ

ちらで美容室、NOTEを開業いたしました。オープン当初はほんと

に怖くて怖くてちゃんとお客さんが来てくれるのかなと心配と不

安でこ飯も喉が通らない位で5、6 キロくらい痩せたことを思い出

します。 

NOTEという 名前の由来は、お客様の素晴らしい人生の1 ペー

ジを共に作りたいと言う思いで、NOTE という名前にしました。 

美容師と言う仕事は、髪を切ることで幸せになってほしい、笑顔に

なってほしい、そして生活を素晴らしいものにしてもらいたいと言

う思いで仕事をしています。 

そして2019 年6 月エヌリミテッド株式会社を設立しました。エ

ヌリミテッドのエヌはNOTE のエヌ、リミテッドとは限定的な特

別なと言う意味合いがあります。NOTEと言うお店がお客様、そし 

て様々な人にとって特別な存在でありたいと言う思いで、エヌリミ 

テッドと言う名前を会社にしました。 

そして2020年5月、現在の場所であります高山市桐生町5丁目に、

大垣共立銀行松田支店長様のお力添えのお蔭で土地を購入し、新築

で店舗を建築しました。只今開業して12 年になります。 

当店の強みは一切宣伝をしてないことです。フリーペーパーやホ

ームページ等にも搭載していません。すべてお客様のご紹介、ロコ

ミにて成り立っています。これからの当社のビジョンといたしまし

てはお店の名前のNOTE、お客様の最後の1 ページまで担当させ

ていただきたい。足が悪くなったらこちらからお伺いする。訪問美

容室そしてお客様が最後の1ページをノート、最後のノートを閉じ

る時、納棺師おくりびとじゃないですがそのようなこともしてきた

いなと思っております。 

最後に私の大切にしている言葉を紹介します。 

ありがとうと言う感謝の心 

させていただきますと言う奉仕の心 

お陰様でと言う謙虚な心 

はいと言う素直な心 

すみませんと言う反省の心 

もう 1 つが 

思考に気をつけなさい。それはいつか言葉になるから 

言葉に気をつけなさい。それはいつか行動になるから 

行動に気をつけなさい。それはいつか習慣になるから 

習慣に気をつけなさい。それはいつが性格になるから 

性格に気をつけなさい。それはいつか運命になるから 

この辺で私のスピーチを終わらせていただきます。ご清聴いただき

ありがとうございました。 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
＜ニコニコボックス＞ 
●垣内 秀文さん、大村 貴之さん 

本日は新会員スピーチです。水梨弘基さんのお話を楽しみにしてい

ます。よろしくお願いします。 

●阪下 六代さん 

水梨弘基さんの卓話を楽しみにしています。水梨さんがんばれ。 

●水梨 弘基さん 

本日のスピーチとても緊張しております。何卒よろしくお願い致し

ます。 

●大村 貴之さん 

例会出席10年を達成しました。家族と健康に感謝です。 

●岡田 贊三さん、挾土 貞吉さん､田近 毅さん､斎藤 章さん､ 

内田 幸洋さん、米澤 久二さん、田中 武さん、遠藤 隆浩さん、 

下屋 勝比古さん､大村 貴之さん、田邊 淳さん、冨岡 恒重さん 

キング・カズこと元日本代表のエース三浦知良選手が、ポルトガル

2部ｵオリベイレンセに移籍と報道されました。日本のストライカ

ーとして日本サッカーをけん引し、55歳の今なお現役に拘りプレ

ーされています。三浦選手は「60歳までプレーするつもりだ」と

語っており、このパワーと意欲は見習いたいものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	2-3
	2-3会員

