
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

◆ お客様    
米山学友会 幹事長  謝  振宇君 

    青少年交換留学生   マグナス・トレンカー君 

◆ 会長あいさつ          森  勇一会長 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月１４日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、昨日第 9Ｇの会長・幹事会が

草加、夢や芭蕉亭でありました。次は新旧の会長幹

事会ということで、そんなに話が盛り上がるというこ

とはなく、「My rotary」に登録してということだけで、

これだけでよいのかな？と思いましたが、だんだん

私の年度がフェードアウトしていくようで、寂しいの

ですが、今日は少し早く来たものですから、「職場の

教養」という小冊子を２階のレストランの方にお届け

したら、「１年早いものですね、もう終わるのです

ね！」と言われたので、「そうなのです。大変でした

よ」と話をしていたら、「また来なくなってしまうのでし

ょ」と言われた！良く見ているな～この人は・・・意地

でも来てやろうと思いました(*^-^*)会長が終わって

も参加しますからね！忘れないように出てきますか

ら安心してください。 

 今日は、「能力が高い人ほど自己評価が低い」と

言う面白い記事を見たので、お伝えします。「ダンニ

ング・クルーガー効果」という言葉、皆さんご存知で

すか？１９９９年コーネル大学のダニング氏とクルー

ガー氏が提唱した理論だそうです。その内容は、

「「能力が低い人ほど自己評価が高い」逆に「能力

が高い人ほど自己評価が低い」という結果が出たそ

うです。さらに研究が進められて、２０１２年に行わ 
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れた「なぜ能力の低い人間は自身を素晴らしいと思

い込むのか」という調査によると、以下の特徴があ

ることがわかるそうです。能力が低いが故に 

１．自分の能力がどの程度不足しているか正しく認

識できない 

２．他人の能力を正確に推測できない 

ということです。なるほど、「あいつはダメだ～」と口 

で漏らす人は、能力が低いと皆さん認識する必要 

があるのかな！皆さん自分自身でよく考えていただ 

きたいと思います。 

 もう一つ載っていた記事なのですが、同じくアメリ 

カの心理学者でロバート・ザイアンスという方が「単 

純接触効果」という法則を３つ捉えたそうです。これ 

は保険の外交の方、研修の時には必ず教えるそう 

です。 

１．人は知らない人に対して攻撃的で冷淡な対応を

する。 

２．人は接触する回数が多いほど、好意を持つよう

になる。 

３．人は相手に人間味を感じるとより強い好意を持

てるようになる。 

要するに、苦手な人・難しいな～この人とは気が合 

いそうもないな～という人には、思い切って何度も 

接触して、会って、会う回数を増やしていくことによ

って、相手に人間味を感じさせると、より自分のこと

を相手が強く好意を持っていただけるという事がこ

の研究の成果で出たそうです。 

これは今申し上げましたけど、保険屋さんの営業

の方が勉強をされているそうです。色々薀蓄を語り

ましたが勉強になりましたでしょうか！以上で会長

あいさつを終わります。ありがとうございました。 

＊＊本日のプログラム ＊＊ 

開会点鐘         幹事報告 
ロータリーソング    委員会報告 
四つのテスト          ＳＡＡ報告 
お客様紹介         出席報告 
会長挨拶         閉会点鐘 

    卓話 風間利高会員 



  

  

   

 

 

                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 月 1 日～5 日までマグナス君と謝君を連れて沖縄旅行に行って来ました。ゴールデンウイーク１０連休という

ことで平成から令和にかけて物凄くお休みが長くて、日本中あちこち旅行に行って、取れないとは言っていました

が、うちの奥さんは旅行が好きで色々なルートでとってくるのです。沖縄行きの往復の航空券は確保できた。 

なぜ沖縄に行ったかというと、私の従弟の娘（二女）が名護で働いている。私の従弟は何度も遊びに行ってい

る。ゴールデンウイークに行くので一緒にどうですかと誘ってくれたので、マグナス君・謝君を連れて行こうという

ことで今回は、４泊５日の旅行になりました。 

 ５月１日夜、羽田から JALで沖縄、那覇空港まで飛びました。初日は泊まって、ご飯食べて寝ただけです。 

この写真は美ら海水族館ですが、花で「令和」と作られています。１か月前に分かった 

のでデザインを用意していたのですね！ジンベイザメ物凄く大きかったです。７・８ｍ 

くらい、お客さんはたくさん見ていました。名護「ホテル ゆがふいん おきなわ」には 

このプレートが掲げられていました。水曜日１２：３０～１３：３０、最終例会は夜、 

１９：００～２０：００と書かれています。残念ながらメーキャップはできませんでしたが 

これがホテルにあったので撮ってきました。 

本部町から伊江島へ渡りました。 

船をチャーターしました。従弟は私より 

７．８歳下で小さい頃よく遊びました。 

伊江島の３分の１くらいは米軍の演習場に 

なっているのです。立ち入り禁止になっていました。 

船から二人は泳いでいました。水温は２３度と少し冷たかったそうです。 

楽しんでいました。謝君は２５メートルは泳げないそうですが、マグナスは得意だそうです。 

私も６０年ぶりくらいに魚釣りをしましたが、ちゃんと釣れました。マグナスも最後に 

やっと１匹釣れました。 

 謝君は写真を１０００枚以上撮ってくれました。沖縄は鉄道はなくてモノレールしか 

ないそうです。モノレールが日本最西端の駅、ゆいレール「那覇空港駅」から那覇市 

内まで１５駅くらいあった、感覚は狭いです。鉄道はないのであとはバスや車で行く 

しかない。２両編成、小さくてかわいい！快適でした。 

ここは、斎場御獄（せーふぁうたき）世界遺産になっているそうです。上がっていく 

途中に遠くに島が見えますが、この島が東にある島、日が昇る島、神の島と地元の 

人は昔行っていたそうです。亡くなった方をお祭りする祭壇がありました。山の上に 

上がっていくのですが、うっそうとした 

ところです。 

岩と岩の間を 

通て行くと海が見えて島がみえて 

非常に霊験あらたかな場所でした。 

  次は首里城です。那覇市内で皆さん                                             

ご存知だと思います。琉球王朝の 

お城だった。火事で焼失してしまい、今 

の物は、昭和から平成にかけてに再建

されたもの、世界遺産です。シーサーは沖縄にいっぱいありました。上のほうに上がってくると万里の長城では

ありませんがグルーっと城壁で囲まれている。中に入ってみると、社があってその前に群間が並んでいるジオラ

マがありました。琉球王朝は中国 

の影響も出ているし、日本の鹿児島 

のほうの薩摩藩の両方の間に立って 

うまく外交してどちらにも侵略されず 

にうまく中立を保ってきた国だそう 

ですから、中国的な部分と日本的 

な部分がたくさんあります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次は「おきなわワールド」内の「玉泉洞」鍾乳洞 

です。最大級の鍾乳洞です。大仏御殿、五重塔 

三重塔など色々な名前を付けています。 

中に進んでいくと水の色が青いところがあるの 

です。 「青の泉」青い水かと思ったら、 

                    光で照らしてい 

るだけでした。 

                           幻想的でした。 

                     美ら海水族館でナマコとヒトデを触りました。 

ナマコは柔らかい！ヒトデは堅かった！ 

水槽がずっと繋がっているので色々な魚が 

回遊しています。水槽はガラスでなく、 

アクリルです。ハリセンボンやチンアナゴ、 

オオカミ魚、クラゲにウツボ、謝君はずっと写真を撮っていて出てこないのです。 

大きな水槽には、ジンベイザメは２匹いました。サメは可愛いものです。 

名護市内のホテルに行き、マグナス君と謝君 2人で海岸に行ったのです。 

暮れていく海を見て、感傷に慕っているのかと慕っているのかと思ったら、 

マグナス君は初めて石投げをしたそうです。最高が 7回跳ねたそうです。 

3 日目の夜には、「松の古民家」というところに予約を取ってもらいここにしかな

い「あぐー豚」美味しかったです。 

しゃぶしゃぶで食べました。 

その後にお待ちかねの 

「ポールダンス」を見ました。 

2階に上がっていき立派な 

椅子があったのでみんなで 

ポーズをとって座りました。 

ショーが終わるとチップを 

貰いに来ました。 

マグロの解体ショーの後は 

皆で美味しくいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4日目は伊江島に行きました。船頭さんは千葉県の漁師さんでした。 

途中はかなり揺れ気分を悪くした人もいました。私は平気でした。 

伊江島にはユリがきれいということで、シャトルバスに乗って行きました。 

「第 24回伊江島ユリまつり」白いユリに色々な色のユリがありました。 

見るとみんなオランダのものでした。フェリーで行けば揺れないのですが、 

漁船なので揺れ、謝君の往きは少し気分が悪くなり、帰りはうちの奥さん 

とフェリーで帰りました。とにかく海がきれいでした。釣りもしました。きびなごの目に針を通して枝にかけると 

食い逃げされない、マグナスも一生懸命やっていたのですが、最初は連れ

なかったけど最後に釣れました。帰る日に琉球ガラス工房に行きました。

ガラスを吹いてコップが作れるのです。謝君と家内が作りました。結構きれ

いな色が出ました。大きなイグアナとリクガメがいました。ハイビスカスの

花をよく食べていました。マグナスはカメが気に入り、オーストリアに帰った

らカメを飼うそうです。国際通りでは暑くて歩行者天国になっているけど日

陰を歩いていました。日本であるけど、ハワイに近いようでした。以上沖縄

旅行の報告でした。 

 

https://loco.yahoo.co.jp/place/g-hwpCVe8CyDw/photo/?bm=sydd_spt_s_n_p_ttl


 

 

 

 

 

5 月１４日 ニコニコＢＯＸ 

金額 12,000 円 累計 663,000 円 

5 月１４日  出 席 報 告 

会員総数 43 出席 12 

出席免除  9 ＭＵ  1 

出席適用 34 出席率 38.24 

森  勇一会長 マグナス君・謝君楽しかった沖縄旅行の話、とても楽しみです。 
二階堂祐司会員 長谷部会員、マグナス君、謝君沖縄旅行のお話楽しみです。 
飯山 英彦会員 マグナス君・謝君、沖縄旅行体験記ありがとうございました。 
大久保雄司会員 仁徳天皇陵他の古墳群、世界遺産に登録、古代史好きにとってはバンバンザイ！ 
川井 大輔会員 孫から初給料でプレゼントを貰いました。思いがけないことで感激しました。 
勝浦 雅和会員 マグナス君、謝君沖縄のお話楽しみに来ました。 
加藤 芳隆会員 マグナス君、謝君沖縄旅行の体験記の楽しい写真や卓話楽しみです。 
        １年で日本語が上手になり、素晴らしいです。 
瀬戸健一郎会員 マグナス君、長谷部健一パパ沖縄報告を楽しみです！ 
田中 和郎会員 マグナス君、謝君沖縄旅行卓話楽しみに来ました。今日話したことにより、一生忘れない 

思い出になるでしょう。 
富永  悟会員 長谷部さんの卓話楽しみです。 
長谷部健一会員 今日は令和初の旅行、マグナス君と謝君を連れての沖縄旅行報告をさせていただきます。 
        ピンチヒッターです。 
 

 

皆さんこんばんは、今日はお誕生祝を貰いに来たつもりは 

なかったのですが、マグナス君が長谷部さん達と沖縄に行った 

報告があるということで楽しみに来ました。 

 私のほうは、国会が明けて今日は「解散」との話もあり、 

気もそぞろなのです。 

ないことを祈りつつ、あったらまた忙しくなりますが、 

ひとつ宜しくお願い致します。 

ありがとうございました。 

 

皆さんこんばんは、国際ロータリー第２７７０地区２０２１

-２２年度ガバナー選出の件ということでお知らせがきて

います。 

次年度（2019-20）のがバナーが越谷北 RCの小林操さ

んで次々年度（2020-21）は川口モーニング RCの中里さ

ん、その次の年度（2021-22）がさいたま中央 RCの松本

輝夫氏選出されました。クラブから提出された推薦者が

1名のため、同氏を 2021-2022年度ガバナーとして宣言

し、地区内全クラブへ公表いたします。 

尚、松本輝夫氏の経歴書及び写真につきましては、

2018-19年度ガバナー月信 12号（2019年6月1日発行）

に掲載されますので皆さん見ていただきたいと思います 

 

 

先日からご案内しております。親睦旅行で

すが、６月９日（日）・１０日（月）に親睦旅行を

兼ねた、翌１０日（月）にはゴルフコンペです

が、宿をお知らせいたします。 

「箱根湯本温泉 ホテル はつはな」 

に決まりました。行ったことはないのですが、

評判が良いと聞いております。皆さん多数の

ご参加をお願いいたします。 

ゴルフは 4組を予定しております。 

後日 FAXにて出欠のご

連絡を差し上げますので

早目にご回答を 

お願いいたします。 

 

 

今後のプログラム 
5/28  「My rotary登録について 」 レセプション 

6/4   誕生祝・結婚祝         レセプション 

 

 

 

 

 

 

 

 

とのメールをいただいたので、返事をしましたら、またメー

ルが届きました。 

来年はマグナスと一緒に日本に来るそうです。オリンピック

を見に来るのだと思いますが、草加の「東横イン」に泊まる

そうです。なぜ「東横イン」なのと聞くと、草加にはおいしい

食べ物がたくさんあるからご両親に食べてほしいとのこと

です。 

Mr．HASEGAWA 

 私たちはマグナスの両親で、あなたとコンタクト取りたく

てmailします。マグナスが日本にいる間、明るくいられる

ことを期待している。マグナスがいなくて寂しい！ 

マグナスにとって重大なことがおきている。マグナスと楽

しい時間を過ごしてください。 

 


