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第 2157 回 平成 22 年 9 月 9 日 第 2 木曜日 

       I.M.報告 

  

 

 

 

＜前回の記録＞  

第 255２回 平成 30年４月５日 木曜日  

  外来卓話 名古屋昭和 RC会員 島田純子様 

 

司 会 進 行 西村 肇 SAA 

 

点 鐘 西川 昇会長 

 

ソ ン グ 国歌「君が代」・奉仕の理想 

 

情報の時 間 河合 修情報担当責任者 

「ロータリーの目的」朗読・「四つのテスト」唱和 

 

来 客 紹 介 岩尾 誠幹事 

       名古屋昭和 RC 会員 島田純子様 

 

新会員入会式 西川 昇会長 

新会員紹介    大川達也君 

生年月日：S.50.1．21 

事業所：(株)あおやま 

地位：代表取締役 

職業分類：建物解体業 

趣味：つり   

血液型：AB型 

結婚記念日：H.11.10.31 

 

家族構成：妻 光余(S.46.5.9生)・長女 萌 

新会員挨拶 

 現在 43歳で、今から 15年前に岐阜市から郡上へ

来ました。建物解体業と産業廃棄物を扱う仕事をし

ています。長女はこの春大学進学のため郡上を離れ

て行きました。私がロータリークラブを初めて知っ

たのは小学生の時で、通学していた小学校の全校集

会に、時々ロータリーの方がみえて話をして下さい

ました。内容までは覚えていませんが、とてもお話

がお上手で話に引き込まれていったのを覚えていま

す。また、校長先生から、ロータリークラブは社会

的地位や人格が優れた限られた人しか入ることが出

来ない特別な所だと聞いており、自分には全く無縁

だと思っていましたが、淡い憧れのようなものを持

ち続けていました。それから 30 年以上経った今、こ

うして入会させて頂けることは、本当にありがたい

ことだと思っています。これから、先輩方の皆様の

ご指導を受けながら一緒に活動していくことで、自

分自身をさらに成長させ、小学生の時に憧れたロー

タリー会員になれるよう精進して参りますのでよろ

しくお願い致します。 

 

 

＜次回の予定＞ 

第 2554 回 平成 30 年 4月 19 日 第 3 木曜日 

     会員卓話 

         奥村芳弘会員 

          

     

    

 

 

    

           

     

        

   

＜本日のプログラム＞  

第 2553 回 平成 30 年 4月 12 日 第 2 木曜日 

   新会員歓迎例会   

午後 6時 30分より「みはらや」にて 

 

 

 

 

            

 

 

           

      

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     

 

     

 

 

 

 

    

               

 

     

 

  

 

   

       

          



新会員紹介    長尾信幸君 

生年月日：S.52.10.10 

事業所：(有)キング 

地位：代表取締役社長 

職業分類：遊技業 

趣味：旅行   

血液型：A型 

結婚記念日：H.21.11.28 

家族構成：父  宮隆(S.19.3.3 生) 

     母  牧子(S.26.5.24 生) 

     妻  るみ子(S.50.9.27 生) 

     長男 虎樹(H.22.11.21 生) 

     二男 龍河(H.25.7.29 生) 

新会員挨拶 

 私は、父から受け継いだ(有)キングの代表取締役

をしております。最近ではリサイクル業もしていま

す。私の父は、以前にこちらのクラブでお世話にな

っていましたし、私の妻も結婚する前は、各務原ロ

ータリークラブの事務局員をしており、ロータリー

クラブと繋がりがありまして、今回よいご縁を頂き

ましたので入会させて頂きました。今年 41歳になり

ます。昨年度までは郡上青年会議所に所属しており、

この中にもお世話になった先輩が多くみえますので、

変わらぬご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い致し

ます。最後に、私はまだまだ未熟者、何も分からぬ

まま入会させて頂きました。今後は、ロータリーの

名に恥じぬよう頑張っていきたいと思いますのでよ

ろしくお願い致します。 

 

４月のお 祝 平岩憲政親睦委員長 

会員誕生日 

  2日 田代東次郎会員  

 13日 澤崎 茂会員・小笠原正道会員 

 14日 畑中伸夫会員  17 日 前田伊三夫会員 

 28日 川井昭司会員  29 日 森下 光会員 

結婚記念日 

  2日 三原慎也・早苗ご夫妻 

  5日 大畑於左武・敏子ご夫妻 

 17日 村土時男・芳兄ご夫妻 

 26日 林 健吉・満美ご夫妻 

1 分間スピーチ  森下 光会員 

私は 4月 29 日が誕生日で、亡

くなった父と同じ誕生日です。

先月の 30日は結婚 40 周年の

記念日で、妻と旅行に行って

来ました。足が少し弱くなり

ましたがあとは健康です。今

後ともよろしくお願い致します。 

 

出 席 報 告 畑中伸夫担当責任者 

 

ニコＢＯＸ 廣瀬泰輔担当責任者 

・本日はよろしくお願い致します。  島田純子様 

・入会しました。よろしくお願いします。 

大川達也・長尾信幸 

・島田純子さん、卓話をありがとうございます。小

板さん、コイタビルに娘が入居させて頂きありが

とう。               山川直保 

・島田純子様、本日の外来卓話ご苦労様です。よろ

しくお願いします。         西川 昇 

・島田純子様、卓話宜しくお願いします。岩尾 誠 

・大川達也君、長尾信幸君、入会おめでとうござい

ます。歓迎致します。        西川 昇 

・大川君と長尾君の入会を歓迎します。今後ともよ

ろしくお願いします。        岩尾 誠 

・新会員 大川君、金ちゃん二世 長尾君の入会を

歓迎します。頑張って下さい。   大畑於左武 

・大川君、長尾君の入会を歓迎します。島田様、卓

話よろしくお願い致します。     村土時男 

・会員誕生日のお祝をありがとう。 

田代東次郎・畑中伸夫・小笠原正道・森下 光 

川井昭司・澤崎 茂 

・49 回目の結婚祝い、ありがとう。  大畑於左武 

・結婚記念日のお祝をありがとう。 

林 健吉・三原慎也・村土時男 

・島田純子様、本日はお越し頂きありがとうござい

ます。この後の卓話、宜しくお願い致します。 

 大川達也君、長尾信幸君、入会歓迎します。今後

ともよろしくお願い致します。 

 遠藤主税・畑中伸夫・羽田野優男・林 健吉 

 平岩憲政・廣瀬泰輔・岩出明喜・河合 修 

 川井昭司・國田大雄・松本英樹・松森 薫 

 三原慎也・水上成樹・森下 光・村井義孝 

 西村 肇・野田三津雄・小笠原正道・奥村芳弘 

 大前正行・酒井智義・坂本 仁・澤崎 茂 

 竹内巧治・田代東次郎・和田詠伸・渡邉 剛 

 山下友幸 

 

幹 事 報 告 岩尾 誠幹事 

・日本事務局業務推進・資料室より、「4月・母

子の健康月間」リソースの案内 

会員数 出席 補正 合計 出席率 

41名(免除 2名) 36名 1名 37名 94.9％ 



・日本事務局経理室より、4 月のロータリーレー

トの案内…現行 1ドル＝108 円を 104円に変更 

・関中央 RCより、今年度最終ガバナー補佐クラブ

訪問の日程について 

・各務原中央 RCより、例会変更の案内 

・下呂 RCより、例会開催日変更の案内 

＜拝受＞ 

・国際ロータリーより「世界を変える行動人」キ

ャンペーンニュース 

・日本事務局財団室より「財団室ニュース 4 月号」 

・地区大会実行委員会より大会記録誌と DVD 

・地区ロータリー財団委員会より「学友会だより」 

・不破 RCより週報 

・郡上市役所より「広報郡上 4月号」 

＊来週の例会について…新会員歓迎例会に変更 

＊水車の会について…5月 22 日(火)宝塚観劇 

 

委員会報 告 

・河合 修情報担当責任者 

 今月の IDMの案内…4月 19 日(木)みはらや 

・水上成樹ロータリー財団委員長 

 ポリオ募金箱を回しますのでお願いします 

・林 健吉会長エレクト 

 4月 14 日の地区研修・協議会について 

 

会長の時 間 西川 昇会長 

 この度、大川達也君と長尾信幸君が、桜満開の

この良き日に、縁あって郡上八幡ロータリークラ

ブにご入会、誠におめでとうございます。心より

歓迎致します。1日も早く当クラブに慣れて頂き

まして、それぞれの立場で益々ご活躍されますこ

とを祈念致します。 

 

外 来 卓 話 名古屋昭和 RC会員 島田純子様 

皆様、改めましてこんにちは。お久しぶりです。

というか、「ただいま」という気分です。初めての

方もみえますので、簡単に自己紹介させて頂きます。

私は、名古屋昭和ロータリークラブの会員で、今年

で 3年目のまだまだ新しい会員です。名古屋市千種

区でフォトスタジオを経営しています。今のシーズ

ンは、桜と一緒に野外フォトを撮りたいファミリー

様のお申し込みで大変混みあっておりまして、今日

もスタッフは頑張っております。 

今日、もしかしてと思って参りましたが、やはり

郡上は今桜が満開ですね。こちらも少し早いのでし

ょうか。名古屋は例年 4月の第 1週が満開になるの

ですが、今年は 3月の最終週に満開になり、ご予約

のお客様の調整で大変です。郡上八幡インターを降

りたら満開の桜が出迎えてくれました。そして、こ

の例会場に来て、懐かしい皆様に 1 年ぶりにお会い

することができとても嬉しく思います。 

私は、名古屋にあるロータリークラブによくメー

クアップでお邪魔しています。お邪魔するたびに、

そのクラブの例会の特色の違いに驚き、そして感心

します。例えば、名古屋東ロータリークラブは私ど

もの親クラブですが、大変厳格で品格が高く、例会

中にお隣の方とお喋りする雰囲気ではありません。

しかも女性会員を入れないというクラブです。一方、

わが昭和ロータリークラブは、比較的温かい感じの

クラブで、例会場は名古屋東急ホテルのベルサイユ

の間で、月曜日のお昼に例会をしています。例会に

来る会員は、男性はスーツ、女性も結婚式に着るよ

うな服装やスーツです。名古屋の他のクラブに比べ

ると温かいのですが、全国的には都会のクラブです

ので、お堅い方なのかなと思います。 

せっかくですので、今日は私ではないと皆様に伝

えられない情報をご紹介しようと思います。一つは、

名古屋昭和ロータリーと郡上八幡ロータリーとどの

様な違いがあるのか、もう一つは、私が女性である

ということで、女性と男性の脳の違い・言動の違い・

感じ方価値観の違いについてお話させて頂きます。 

まず、昭和ロータリークラブの会費は年間 60 万円

くらいです。どうしてもホテルで例会をしたいとい

うことで、高くなっているようです。年間の行事を

ご紹介しますと、7 月の最初の懇親会は南国酒家と

いう中華料理店、夏の家族を交えた懇親会はマリオ

ットアソシアホテル最上階の御厨なごやにて行いま

す。10月になると、わがクラブ主催ではないのです

が、ワールドフードふれあいフェスタというイベン

トに参加します。郡上八幡クラブでは、奥様方が行

かれる日帰りバスツアーがあり、忘年例会にご家族

を招待して、友好クラブから贈られた寒ブリを召し

上がるそうですが、凄く温かみがあっていいですね。

わがクラブの 12月の家族懇親会は、例会場のホテル

で行い、皆さんドレスとタキシードです。外部から

ミニオーケストラやダンサーなどを呼び、ちょっと

したディナーショーを行うというスタイルです。も

ちろんお金もかかります。そして今後は、京都祇園

の一見さんお断りの料亭に、バスを借り切って行く

予定ですが、こちらも相当予算を取り、たぶん追加

会費も徴収されると思います。 

さて、当クラブでは今、女性会員を増やそうとい

うことで、私は入会３年目にして、来期は会員増強・

退会防止委員長をやることになりました。こちらの

クラブではどの様に女性会員の入会を勧めてみえま

すか。現在、日本のロータリークラブは、女性会員

が全体の６％くらいだそうで、極めて少ないという

ことです。女性会員を増やすには、私はまず、男性

と女性の違いを理解して頂かないと難しいと思って



います。例えば、クラブの会費の使い道も、女性は

シビアにチェックします。無駄があったらすぐ気に

なります。無駄を徹底削減し、クラブを見直して、

私が大事な友達に是非入会してほしいと思えるよう

な素敵なクラブにしていかなければと思います。 

次は、男性と女性の違いについてですが、お手元

に資料をお配りしましたのでご覧下さい。 

『実は男女には意識差がある。古来、男は狩りに行

き、女は集落で共同作業を行っていた。それゆえに

男の会話はもちろん解決が最重要であり、女の会話

は共感こそが最重要だった。なぜなら、集落での孤

立は死につながるからだ。もし男の会話が解決より

共感を重視していたら…(狩りは出来ない)そのため

男はとにかく会話で目的や解決を重視してしまう。』

この様に、男性と女性の脳は、作りそのものが全く

違います。例えば、約束した・していない、言った・

言ってないという喧嘩は、男女が暮らせば山ほどあ

ります。女性脳は、起きてから眠るまで、脳の言語

機能を休ませることはありません。なので、他のこ

とをしていて急に何か振られても、ちゃんと会話を

成立させることが出来ますが、男性はぼんやりして

いる時、脳の空間認知の領域の数値検査をしている

ので、言語機能を休ませているのだそうです。これ

は、男性脳にとって大事な基礎計算処理であり、こ

れをするから、遠くから飛んできた物から即座に身

をかわしたり、複雑な機構が組み立てられたり、宇

宙やマクロ経済、設計思想などの難しい世界観を理

解できるのだそうです。このため、いきなり女性か

ら「土曜日だけどさぁ～」と話しかけられても、言

語機能が男性は働いていないので、すぐに理解でき

ないので喧嘩になってしまうのです。女性脳は、今

の会話に使える脳の一時処理の場所が、男性の 20

倍以上あると言われています。つまり、人の話を二

重三重に理解できるということです。テレビドラマ

を見ながら、電話をしながら、友達の愚痴を聞きな

がら、子供に宿題をやりなさいと指示を出すことが

出来るのです。 

 もう 1 枚の資料をご覧下さい。まず、絵文字です。

男の 1 日は朝から晩までずっと同じ顔絵文字ですが、

女の 1日は喜怒哀楽のいろいろな顔絵文字です。好

きなテレビ番組は、男は小さい時から大人になって

もドラゴンボールです。一方女は、7歳はお姫様、

12 歳はハイスクールミュージカル、21 歳はラブロマ

ンスと変わっていきます。一番下にスイッチの写真

がありますが、男のスイッチは 1つだけで ON か OFF

です。女はたくさんのスイッチがあります。 

皆さん、このようなことを理解して頂いて、女性

は皆さんの考えていることを言葉にして伝えて頂か

ないと分からないのです。よく、ご夫婦歴が長い方

は、言わなくても分かるだろうと言われますが、女

性は言葉にして頂かないと分かりませんので、皆様、

奥様のお誕生日や大切な記念日にはお花などを贈り

ながら、ありがとうの言葉を差し上げて下さい。 

私は成功者と言われている男性をたくさん見てい

ますが、どれだけ経済的に成功していても、これが

出来ていないとかっこよくないと思うポイントが一

つあります。それは、たった一人の女性を本当に幸

せにすることが出来ているかどうかです。皆様、ど

うぞ、たった一人の奥様を、徹底的に幸せにして差

し上げてほしいと思います。 

ここで、「モテる男の３G」という言葉をご存知で

しょうか。G のつく言葉で、モテる男の要素です。 

まずジェントルマン、そしてギャップ、そしてもう

一つが強引です。男性はちょっと強引で、優しさも

持った方がモテるのですね。 

 ここでお時間となりましたので、続きはまた今度

にさせて頂きます。ありがとうございました。 

 

 

 

今後の予定 

 

 4月 14 日(土) 地区研修・協議会(岐阜) 

 

19 日(木) 会員卓話(奥村芳弘会員) 

IDM 

   26 日(木) 会員卓話 

(野田三津雄・大畑於左武会員) 

 

 5月 3 日(木) 休会(法定休日により) 

 

   10 日(木) アッセンブリー 

        (次期方針発表・アドバイス・次期

活動計画) 

 

   13 日(日) 地区青少年育成研修セミナー 

 (山川会員・四日市) 

 

   17 日(木) 会員卓話 

         (平岩憲政・森下 光会員) 

IDM 

   21 日(月) グループ内ゴルフ大会(各務原) 

 

   22 日(火) 水車の会 (宝塚星組公演観劇) 

 

   24 日(木) 会員卓話 

         (大前正行・國田大雄会員) 

 

   26 日(土) 次期地区会員増強研修セミナー 

(岐阜) 

   28 日(月) 新湊・伊勢崎中央・郡上八幡 RC 

ゴルフ交流会     (高山) 

 

   31 日(木) 休会(定款により) 


