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10月 9日 ガバナー公式訪問準備
　　　　 小　正行ガバナー補佐
　　　　 クラブ協議会①
10月18日 ガバナー公式訪問
　　　　 クラブ協議会②
10月23日 親睦旅行に振替
　　　　 10/25～26(時間変更）
10月30日 卓話『自分史』
　　　　 長沼大策会員（時間変更）
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　　　会長　倉金　由幸様
　　　幹事　周　　京梅様
青少年交換留学生
　ウイリアム パーカー ハミルトン君
オブザーバー
　　　　　　門崎　由幸様
　　　　　　坂本　忠光様
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ロータリーに輝きを

会長あいさつ
　皆さん、こんばんは。さいたま大空ロータリークラブより倉金会長
と周幹事ようこそおいで頂きました。そして、９月の理事会にて新会
員の承認となりました門崎さんと坂本さんようこそおいで頂きました。
門崎さんと坂本さんは、青年会議所にて奉仕の精神を理解されており
ますので、すぐに慣れて頂けると思います。入会式につきましては、
１０月１６日のガバナー公式訪問例会にて行いたいと思います。宜し
くお願い致します。大木パスト会長におかれましては、フィリピンで
の活動有難うございました。
　本日は、「第一印象」「第二印象」「第三印象」について話をした
いと思います。よく「第一印象」が大事だから「第一印象」を磨きな
さいとか「第一印象」ひとつで人生が変わるなんて言われたことがあ
ると思います。「第一印象」という言葉は、よく耳にすると思います
が、「第二印象」「第三印象」という言葉は、如何でしょうか。正式
な熟語ではないようですが、人事系、特に面接に携わる方には、聞き
馴染みがあるかも知れません。言葉自体には馴染みがなくても、実際、
多くの人がこの「第二印象」「第三印象」で知らず知らずの内に、相
手のことを評価し、その人の印象を決めているものです。「第一印象」
という言葉は、辞書にも記載がある通り、「物事や人に接したとき、
最初に受けた感じ」とあります。そして、「第二印象」「第三印象」
は、造語的な言葉ということのあり、解釈には人それぞれの差異もあ
るかと思います。「第二印象」とは、最初のパッと見を「第一印象」
とした場合、「実際に少し話をした後に感じる相手の印象」のことで、
４つ例を上げてみますと。
１、あの人、見た目の印象は良いだけど、話してみると感じが悪い。
２、あの人、見た目はパッとしないけど、話してみると感じが良い。
３、あの人、見た目の印象は良いし、話してみても感じが良い。
４、あの人、見た目はパッとしないし、話してみても感じが悪い。
というように大抵４つのいずれかの印象を抱くはずです。前半が、「
第一印象」で後半が、「第二印象」です。一見、３番目に紹介しまし
た。あの人、見た目の印象は良いし、話してみても感じが良い。とい
う「第一印象」「第二印象」ともに良いタイプが公私ともに充実して
いるように見えますが、現実は、必ずしもそうではなさそうです。

齋藤　博重会長
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例会日　毎週木曜日　12：30～13：30
例会場　東武バンケットホール４F（ポリアス）
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出席　　会員数　　３5　　　出席数　　24
欠席　　欠席数　　 11　　　（％）　  68.57
前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　  1
修正（％）　 　    97.14 　　   （Ｍ・Ｕ）    10

出席率

　編集長3年半を含む8年半を編集職として過ごしたの
ち、広告営業部の部長として社長から任命され、人生で
初めて営業職を29歳で経験しました。インターネットの
普及に伴い出版業界も斜陽産業といわれ、会社の業績
がかつての20億から10億に減り、社長から新規事業と
経営企画部の部長として5年で年商を2倍にしてほしい
と言われ、片腕になれるよう頑張りました。
　グループ会社の広告代理店も予算をキープするのが
手一杯ということで営業支援に回り、2年間、業績アップ
に貢献しました。
　その頃、今のプルデンシャルからヘッドハンティング
の電話があり、初めは興味本位だけで会社の説明を聞
きました。日本の保険業界の実情と、なぜアメリカで一
番古くからある保険会社が日本の保険業界に一石を投
じるべくやってきたのか、会社の理念を聞いた頃には「
大変そうな仕事だけど、自分も社会貢献のためにやって
みよう！」という気持ちが沸 と々湧いてきて、父親には転
職を反対されましたが、母親は背中を押してくれて、転
職を決意しました。
　趣味では幕末が特に好きで、長州藩士の吉田松陰の
ことを特に尊敬しています。「知行合一」が座右の銘です
。知る事と行うことは本来一つであるという考え、知って
行わないのは、未だ知らない事と同じである、実践する
ことを重視するという教えになります。4年程前、吉田松
陰の墓参りに行き、墓前で杯をかわし満足しました。
　将来の夢は、再婚をして、少子高齢化の防止に少しで
も貢献できるようあと二人の子供をつくり、老後は登山
や温泉など自然にふれあう機会を増やしたいと考えて
います。
　プルデンシャル生命という保険会社に勤めて3年。今
はまだ修行と勉強の身。日々お会いするご縁を大切にし
またお客様から多くのことを学ばせていただき、自らも
勉強を続けて、より多くの人に質の高い貢献ができるよ
う自分自身の引き出しを多くして、「頼まれごとは試され
ごと」と大塚崇行パスト会長が仰いますが、毎年毎年成
長できているように新しいことにチャレンジしていきた
いと思います。

例会主題　会員卓話『自分史』
斎藤　修弘会員

　生まれは昭和50年1月
12日、血液型O型です。
　生まれも育ちも桶川。小
学校は桶川北小。2年生か
らボーイスカウトのプレス
クールともいえるカブスカ
ウトに入団。6年生の市内一斉学力テストで端内で1位
の成績で、中学入学の際、新入生代表として壇上で挨
拶をさせていただきました。
　高校は立教高校に進学。バンド活動に明け暮れ、寝
る直前までギターを弾き、ギターの練習で疲れていたた
め、授業中のほとんどは寝ていました。付属高校とはい
え、7割程度しか立教大学には進学できないので、頑張
って3年の半ば頃には序列を50位くらいまで上げ，法学
部国際比較法学科に進みました。
　大学時代はスノーボードにどっぷり。学生生活の4年
間、スタッドレスタイヤもはかずにノーマルタイヤでゲレ
ンデに通っていました。
　大学4年の5月GWで雪も溶け、スキー場が営業終了
になったので山から池袋のキャンパスへと降りてきた私
は、今から間に合う業界はどこか友人に尋ねたら「マス
コミじゃないかな」と言うので出版社を調べだし、そこか
ら就職活動を始めました。愛読書だったスノーボード雑
誌の出版社に応募し、その雑誌の編集部員として就職
しました。
　編集部員としては、国内の雪山はもちろんdすが、アメ
リカ、カナダ、ニュージーランドなど世界の雪山を撮影で
いろいろ行けたのは良い経験でした。思い出深いのは、
ワイオミング州のジャクソンホール。スキー場の中に普
通に崖があり、全米で最も危険なスキー場と言われてい
て、日本のようなロープもほとんどないコースでした。国
内では立山連峰に真冬は入山できないので、秋と春の
季節に3回行きました。
　25歳のとき雑誌の編集長4代目として、最年少で就
任。幸いにも編集部みなが同じ方向を向いて雑誌作り
をしてくれ、発行部数は過去7年の記録を更新していき、
テレビ番組の解説などもやらせていただき、小さな業界
でしたが日本のスノーボードシーンに貢献できたので
はないかなと思います。

AGEO ROTARY CLUB

幹　事　報　告
久保田　勲幹事

委　員　長　報　告

　◆ＲＬＩ partⅡが10月
4日に開催されます。私と藤
村副幹事が参加予定です。
◆インターアクト東日本復
興支援募金活動ということ
で地区大会のときに上尾
高校と大宮ソニックシティビルの入口で募金活動を行う
予定です。
◆RYLA研修セミナー募集ということで、来年4月に岩
手県宮古市で開催予定です。
◆第2回在日学生オリエンテーションがカルタスホール
会議室で開催されると地区青少年交換委員会・大塚崇
行委員長から案内が届いています。こちらは担当者が参
加させていただく予定です。
◆今月のロータリーレートは１０６円になっています。
◆上尾・桶川・伊奈暴力排除地域安全大会について上
尾警察署長から案内がきています。こちらには上尾市文
化センターで10月11日に開催予定、水谷修氏の講演
がアトラクションになっています。参加希望者は事務局
までご連絡ください。
◆本日、さいたま大空ロータリークラブさんからお土産
もいただいております。ありがとうごじます。

ロータリー米山記念奨学委員会　島村健委員長
　前々回の例会でセミナ
ー報告をさせていただきま
したが、本日、米山記念奨
学会から毎年つくられてい
る『豆辞典』をお配りさせて
いただいております。何点
かお知らせさせていただきます。13ページに全国の地
区の寄付金実績が掲載されていて第2770地区が第2
位になっています。ただ前回もお話ししたように寄付者
の割合は58.3％ですので、なるべく多くの方から寄付を
いただいて割合を高くしたいという濱野ガバナーが仰っ
ています。
　また16ページに学友を中心に発足したクラブとして、
本日お越しいただいているさいたま大空ロータリークラ
ブさんが紹介されています。いろいろよく読んでいただ
ければと思います。よろしくお願いいたします。

２つ例を挙げてみますと１、「真面目そうに見えて
実際真面目な人」と「不真面目そうに見えて実は真
面目な人」　２、「優しそうに見えて実際優しい人」
と「怖そうに見えて実は優しい人」。２つの例で見
ますと「真面目」も「優しい」も基本的に「良い」
要素ですので、１の例も２の例も前者の方が、良い
タイプと言えるのですが、実際は、１の例も２の例
も後者のタイプの方が、印象に残ったり、魅力を感
じたりすることが多かったりするようです。このよ
うに人は、「意外性」「ギャップ」「+αの部分」
に強い印象を抱く傾向があるわけです。「第一印象」
と「第二印象」を比べた場合、「第一印象」は、身
だしなみや表情など外見的な要素が強いことから、
意識一つで修正できる部分が多いと思います。しか
し、「第二印象」は内面的な要素が強いため、意識
一つでは、なかなか修正が難しいという違いが挙げ
られます。つまり、「第一印象」より「第二印象」
の方が、その人の「素」が出やすいということです。
とは言え、「第二印象」も意識的に作り上げること
が可能といえば可能ですそして、なかなかごまかし
のきかないのが「第三印象」です。「第一印象」は
、初対面の印象、「第二印象」は、会話の内容や数
回の接触の中で感じる印象「第三印象」は、長く付
き合っていく中で徐々に固まっていく「総合的な印
象」と言えます。例を挙げてみますと、「どちらか
というと地味な印象で、会話も今一つ盛り上がらな
い。でも、長く付き合う中で、仕事には前向きで、
人のやりたがらない仕事も率先して引き受けてくれ
る頼りになる存在である人」一方では、「とても人
当たりがよく、物知りで話も面白い。でも、長く付
き合う中で、会社の悪口や愚痴ばかりで、常に俺が
正しい的な存在である人」前者は、面接時に採用を
悩んだが、良い意味で化けてくれた人。後者は、面
接時に即決したが、悪い方向に化けてしまった人と
いうと分かりやすいかと思います。信頼関係を築く
には、「第三印象」の長く付き合っていく中で徐々
に固まっていく「総合的な印象」が大切だと思いま
す。「自分の見られ方」については相手と答え合わ
せをする機会もなかなかありませんので、周りにい
る人の良い部分をまねてみる努力は必要だと思います。
本年度、当クラブでは、自分史「卓話」をお願いし
ているところですが、自分の「第二印象」を意識し
て有意義にその機会を活用して、新たな一面をお伝
え頂きまして、皆さんと共有出来たらと思います。
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結婚・誕生祝い

久保田　勲幹事

ビジターゲストあいさつ

ご結婚記念日　おめでとうございます！

お誕生日　おめでとうございます！

大木会員　野瀬会員

　今年で21年目になりま
す。これからも円満な家庭
が続いていくのかなと思っ
ています。

　さいたま大空ロータリークラブ、２代目会長を仰せつ
かっております、倉金と申します。当クラブで幹事をさせ
ていただいている周が、上尾ＲＣ様にたいへんお世話に
なり、ロータリアンになって幹事という役割をしているこ
とをどうしても報告したいということで同行させていた
だきました。周幹事の明るい笑顔と細やかな気遣いのお
かげでクラブがたいへんなごんでおります。皆様のお蔭
で当クラブがあるようなものです。ありがとうございます。
　少々さいたま大空ロータリークラブの説明をさせて
いただきます。米山学友と財団学友とでさいたま大空
RCが昨年11月25日に新しくできました。米山の学友の
人数は多いのですが、社会的地位が不安定な中で、たく
さんの素晴らしいロータリアンの方々の姿を見て、ロー
タリーに対する強い思いをもち、自身もローアリアンに
なりました。まだまだ足りないところだらけの新しいクラ
ブですが、どうぞ末永く応援していただければと思いま
すのでよろしくお願いいたします。

さいたま大空ロータリークラブ　倉金由幸会長

ホビー委員会　斎藤修弘委員長
　野球の再開の件で皆様のスケジュールを確認させて
いただいたところ１回目の練習は10月9日（木）、ナイタ
ーの時間になりました。18時半、上平公園の上尾市民
球場に集合、練習開始は19時からとなっています。時間
厳守でよろしくお願いいたします。

　ご無沙汰しております。無事に大学を卒業して2012
年4月から就職し働いているのも皆さんのおかげです。
近況報告ということで倉金会長と一緒にお邪魔させて
いただいております。これからもよろしくお願いいたしま
す。例会はさいたま新都心駅の近くで行っておりますの
でお近くにお越しの際はメークアップにお越しいただけ
ると幸いです。

さいたま大空ロータリークラブ　周　京梅幹事

　日本に来て１ヶ月の間に
たくさんの新しいことを見
て体験しました。例えば先
週、学校の授業中に初めて
地震がおきてちょっと怖か
ったです。日曜日には電車
で高尾山に行きました。また上尾高校の文化祭を行い
楽しかったです。授業はちょっと難しいですが少しずつ
漢字も覚えています。

青少年交換留学生　ウイリアム パーカー ハミルトン君

　今年で56歳になりました。サラリーマンなので定年
がどんどん近づいてきています。これからまた1年間、ど
うぞよろしくお願いいたします。

野瀬　将正会員

　嬉しい年齢は過ぎ、昨年還暦を迎えました。私の家で
は誕生日にサンマとけんちん汁が食卓に今年も並びま
した。別件ですが、フィリピンのセブ島に行ってきました。
詳しくは次週、映像とともに報告させていただきます。

大木　保司会員


