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(公財)県文化振興事業団事業課長
ハーモニーホールふくいチーフディレクター
佐々木　玲　子　様
「ホールの特色ある取り組みや県内の音楽文化について」
越のルビーアーティスト
ピアニスト
松　永　みなみ　様
「ハンガリーの作曲家の名曲演奏」
ドホナーニ・シューマン・リスト・バルトーク

バーステーションオーナー　

田　中　良　幸　様

「『脱炭素』に騙されるな」
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帰山　明朗　会長
　今日も雨ふりです
が、昨日、ハワイのこ
とわざに「ノーレイ
ン、ノーレインボウ」
という言葉があるこ

とを教えてもらいました。その文字通りです
が、雨が降らなくてはきれいな虹は見れない
という事です。できれば、雨の日もそんな心
持で過ごしたいものですね。
　今回の豪雨に伴い熱海市での大変な土
石流の災害にて、甚大な被害にあわれた方、
お亡くなりになられた方に心からお見舞い
申し上げ、ご冥福をお祈りいたします。
一日も早い復興をお祈りいたします。
　今回もそうでしたが、こうした大規模な災
害の時に被害を大きくする要因として聞か
れる言葉に「正常性バイアス」というものが

あります。
　改めて調べてみましたら「正常性バイアスとは？」
正常性バイアスとは、予期しない事態にあった時、「そ
んなことはありえない」といった先入観や偏見を働か
せて、「事態は正常の範囲」だと自動的に認識する心の
メカニズムの事を言うそうです。
①本来は心の平穏を守るための機能
　正常性バイアスは、「日常のさまざまな出来事や判
断」「心理的ストレス」に反応しない事で、「正常な範囲
に収まっていると認識する」「心の平穏を守る」ための
機能です。
・正常性バイアスが災害など非常時に機能した結果、
「この程度なら大丈夫」「自分なら大丈夫」といった過小
評価につながり、逆に被害を拡大してしまう場合があり
ます。
・人数が多いほどかかりやすい。正常性バイアスには、
人数が多いほどかかりやすいといった特徴があるよう
です。
　実験室内で煙を発生させ、危険を感じて逃げるまで
の時間を「室内に1人」「室内に3人」の場合にわけて測
定した結果によると、煙に気付くまでの時間は両者とも
ほぼ同じでした。しかし、室外に避難するまでの時間
は、「室内に3人」が1人よりもおよそ1分遅くなったので
す。
②正常性バイアスによる災害事例
　正常性バイアスによる災害事例を見てみましょう。
2003年に韓国で発生した、乗客による放火で車両火
災が起こった「第邱地下鉄放火事件」です。
　煙が車両内に充満していたにもかかわらず、乗客は
座ったまま待機していたため死者192名、負傷者146
名という大惨事になりました。「正常性バイアスによっ
て避難が遅れた」点が大きな要因と考えられています。
③新型ウイルス感染に対する正常性バイアス
　新型コロナウイルス感染症に対しても、正常性バイ

アスが働いているといわれているのです。2021年4月
現在も世界中でパンデミックが発生し、日本でも緊急
事態宣言が発令されるなど大混乱となっております。
　そこで「自分は感染しないだろう」という正常性バイ
アスが働いた結果、「マスク無しの会話」「不十分な感
染対策下の会食」をする人がおり、社会問題となってい
るのです。
④同調バイアスとの違い
　正常性バイアスと同調バイアスの違いは、下記のよ
うになっています。
正常性バイアス：予期しない事態に直面した際、先入
観や思い込みが働き、事態を正常な範囲内と自動的に
考える心の働き
同調バイアス：周囲の人と同じ行動をとることが安全だ
と考える心の働きで、一致団結といった良い作用もあ
る
　こうした「正常性バイアス」の働き・心の動きを理解し
て、自らも気を付けて行きたいですね。

佐野　直美　幹事
・8月6日ガバナー公式訪問事
前会議は、例会終了後小林和
美ガバナー補佐とのクラブアッ
センブリーです。

・8月23日・26日丹生高校・鯖江高校の模擬面接です。
特に丹生高校は沢山の方のご参加が必要ですので、ご
協力お願いいたします。
・クラブ活動報告書の例会日程が違っていましたので、
修正した印刷物と差替えお願いします。それに伴い
3000回例会が、12月17日となります。
・クラブ活動報告書の会員の推移、会員名簿をもう一度
ご覧いただき、間違いがありましたら早めにお知らせく
ださい。来週にでも修正版をお渡しする予定です。
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帰山　明朗　会員

佐野　直美　会員

酒井　芳則　会員

野中　敏昭　会員

齋藤 多久馬   会員

黒田　敏夫　会員

窪田　健一　会員

大橋　良史　会員

小淵　洋治　会員

今日もよろしくお願いします。佐野幹事お誕生日おめでとうございます

委員会活動方針発表委員長の皆様よろしくお願いします。先週誕生祝いをありがとうございました。本日５３才

帰帰山会長佐野幹事1年間よろしくお願いします

帰今週雨雨の1週間です。オリンピック無観客残念です。

誕生祝いをいただいて

本年度初出席です

楽しい例会を

ワクチン1回目　打ってきました　早退失礼します

野中前会長瀧ヶ花前幹事ご苦労様でした。帰山会長　佐野幹事お疲れ様です
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梅田　吉臣　会員組織委員長・会員増強委員長
基本方針：（組織）会員同士が親睦や結束を深め柔軟
で効果的な運営・活動が出来ることを目指す。（増強）
目標２～３名。および会員の維持・増強。
活動方針：（組織）①ロータリーが持っているリソース
を活用し地域に発信する。②会員自身の人脈により各

種団体・会社等より人材を見つけ勧誘する。（増強）①会員一人ひとりが各種
団体・会社等より、素晴らしい人に会員になっていただくように勧誘する。
　今年度の会員総数は35名、毎週5・6名の同じ人が欠席。対策：①推薦者か
ら出席を促していただく。②素晴らしい人を見つけられたら、知らせて欲しい。

窪田　健一　会員選考副委員長
　田村康夫会員選考委員長が欠席の為、代読する。
基本方針：職業分類の再検討。
活動方針：①会員よりの推薦を尊重し判断。②地域に
おける職業分類を研究する。
　職業分類の空きが多いので、皆さんどなたか紹介し

ていただきたい。
岩尾　顕治　ロータリー情報委員長
　ロータリー情報の卓話で組織発展に寄与したい。
基本方針：ロータリーに関する情報を会員に提供する
ことで、ロータリーへの関心を高め理解を深める。
活動方針：①毎月第4例会で会員に短い話をする。②「
友」の記事を紹介する。③奉仕理論に触れる。④他クラ

ブの活動を紹介する。
大橋　良史　RLI委員長（佐野幹事代読）
基本方針：充実したクラブ運営のための調査研究。
活動方針：RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）に参加することでクラブ運
営に関する知識を学び魅力ある充実した活動について研鑽する。

野中　敏昭　ロータリー財団委員長
基本方針：財団寄付について理解してもらい、寄付の
協力をお願いする。ポリオ撲滅に向け、寄付をお願い
する。活動方針：①財団寄付180ドル/1人。②ポリオ寄
付30ドル/1人。
笹尾　昌敬　米山委員長
基本方針：米山奨学事業への会員の理解を深めても
らう。活動方針：①米山奨学会への寄附、会員一人当
たり24,000円の達成を目指す。②10月の米山月間の
例会時に、米山奨学生をお招きして卓話をいただく。
酒井　芳則　クラブ広報委員長
基本方針：クラブの奉仕活動や卓話など会員および
RCの内外に情報を発信いたします。
活動方針：①活動する事業委員会と連帯し、公共のイ
メージアップや認知度の向上に努めます。②WEBを通
しRC情報などの普及に努めます。
吉田　俊博　クラブ管理運営委員長
基本方針：おもしろ、楽しく！！
　京セラ会長が、「おもしろ、おかしく」と会社の運営を
しておられ、彼のユーモア精神に感服していた事とロ
ータリーは楽しくなくてはいけないという思いから
「おもしろ、楽しく！！」を基本方針とした。

活動方針：①クラブ管理委員会のスムーズな運営。②楽しいと思える企画を考
え、フォローする。
　今年度は「文化プログラム」を取入れた。単発の例会（今年度限り）ではなく、
いろんな趣味を持つ会員と共に、長きにわたり楽しめる会を作りたい。

岡本　圭子　親睦委員長
　木村副委員長の手足となって、一生懸命働かせて
いただきますので、よろしくお願いします。
基本方針：①会員及びロータリー家族の親睦と友情
を深める。②レクリエーション及び社会的諸活動への
参加。③世情に合った親睦活動を行う。

活動方針：①結婚記念日・誕生日のセレモニーの実施。②状況を考慮しながら
夜間例会、最終例会等の企画運営。③三密を避け野外活動等の提案。
　今回はノルディックウォークを計画していますので、皆さんご参加ください。

小淵　洋治　ニコニコ委員長
　良いことも悪いことも出していただきたい。特に悪
いことがあった時には、たくさん出すと良いことが訪
れます。会員の為、次年度の為、よろしくニコニコお願
いします。
大島　恒彦　出席委員長
基本方針：例会の出席率向上を目指します。
活動方針：会員に出席意識を高めてもらうための施策
①例会時や掲示板にて出席状況報告を行います。②状
況を鑑みオンラインでの出席も認めます。③低出席者
に対し出席を促します。④年間の出席優良者を表彰し

ます。
　今年度1度も出席していない会員が3名居りますので、呼びかけます。

孝久　治宏　プログラム委員長
基本方針：ためになり、多様なエンターティンメント性を
楽しむプログラムの実施。
活動方針：①公式、年間行事に適した卓話。②相互理解
のための会員卓話。③多岐にわたる卓話者の手配。④
示唆に富み時宜を得たテーマを提供する卓話。⑤専門

職のセンスを伝授する卓話。⑥文化、芸術の持つ創造性と活力に触れるプログラ
ム。
　次週は初めての文化プログラムです。コンサートの時は、１階の喫茶に移動し
て、コーヒー等飲みながら楽しみたいと思います。

桑原　重之　ソング委員長
基本方針：今日も元気で、笑顔で交わり、楽しく歌いまし
ょう。
活動方針：コロナウイルス撲滅の暁には、勝鬨の歌（奉
仕の理想）を皆で元気よく歌い上げましょう！
　今は大きな声は自粛です。11月頃には明るい声が出

せると思いますので、もう少しお待ちください。

ニコニコ箱報告
小淵　洋治
ニコニコ委員長
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