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●会 長 山下
明
●幹 事 寺田 昌平
●会報委員長 堀川 和士

＜会長の時間＞

菱川

正臣

青は怒りや不快感といった感情に働きかけるので、ブルーの

「クリスマスカラーと

イメージのノルアドレナリン。
いわゆるストレスホルモンとも言

色・光の三原色について」

われています。車でいうブレーキのようなもので、ブレーキをか

今夜、ベスの送別・クリ

けすぎると うつ的な状況になりますが、一定程度のブレーキと

スマス会があります。クリ
スマスが近づくと何とな

いうかストレスをかけなければ成長しないわけであります。
緑は心の状態を安定させるといわれているグリーンなイメー

く心が浮き浮きするのは、赤・緑・白の三色、いわゆるクリスマ

ジのセロトニン。ヒーリングホルモンとも言われています。車で

スカラーで彩られたイルミネーションが目に飛び込んでくるか

いうニュートラルのような状態です。
緑のセロトニンが赤のドー

らだとも言われています。勿論、クリスマスソングが町に流れて

パミン、青のノルアドレナリンに働きかけ、ほどよく相互作用し

くることもあります。

合えば、中心は白というか透明になるので、すっきりした脳の状

クリスマスカラーの意味づけとして、赤色はイエス・キリスト
の血液ということで“愛”
、緑色はモミの木、ヒイラギの色で“強
い生命力・永遠の命”
、白色はクリスマスに降る雪の色で“清ら
かさ・気高さ”と説明されています。サンタクロースのイメージ

態となり、
結果として心の状態がクリアでバランスのとれたもの
になるとのことです。
緑のイメージのセロトニンを増やす方法のキーワードは
“リズ
ム”なのです。

カラーである赤と白が更に重なるので華やいだ楽しいものにな

① 早寝早起きの規則的な生活（生活リズム）

るようです。

② 太陽の光を浴びる（生活のリズム）

このサンタクロースのイメージカラーの赤と白はコカコーラ

③ リズミカルな運動

のイメージカラーです。
サンタクロースはコカコーラのイメージ

④ よく噛む（一定のリズム運動）

キャラクターとして登場して、
世界中の子ども達の所へプレゼン

⑤ グルーミング・スキンシップ

トを持って“どこへでも出かけるぞ！（Wherever I go！）
”と
いうキャッチコピーを掲げ、
右手にコカコーラを持ちながら大宣

リズム性運動によって、脳内のパターン形成機構が刺激され、
セロトニン神経が活発化するとのことです。

伝をしたことで、
現在のサンタクロースのイメージが全世界に広
まったとのことです。現在コカコーラ社の CM は“ハッピーをあ
げよう”というキャッチコピーになっています。

＜幹事報告＞

・三色のクリスマスカラーつながりで、色の三原色と光の三原色

◎ＲＩ日本事務局より
・1 月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄについて

について
色の三原色は赤・青・黄色です。三つを混ぜると真っ黒になり
ます。様々な色の絵具を混ぜるとグレーになり黒に近づきます。
色は欲望であり、いろんな欲望を持った人達の合体は“dark
angel”になります。
光の三原色は赤・青・緑色です。三つの光の色を混ぜると白に
なります。光の色は夢というか希望なのです。様々な夢を持った

1 ドル 102 円（現行 100 円）
◎一般社団法人比国育英会
バギオ基金より
・2012 事業報告書の送付と基金へのご寄付のお願い
◎飛騨地区小中高生徒指導連携強化委員会より
・平成26 年度版「あったかい言葉がけ運動」ｶﾚﾝﾀﾞｰ送付について

人達がその力を合わせると、より透明に輝き“white angel”に
なるのです。
三つの脳内物質を光の三原色に例えると

＜出席報告＞

赤は快感といった感情に働きかける真っ赤なイメージのドー
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パミン。車でいうアクセルのようなもので、イケイケ・ドンドン

前々回

42 名

1名

43 名

50 名

86.00％

本日

41 名

－

41 名

50 名

82.00％

の作用であり、
あまり過度になると薬物やギャンブル依存症にな
ってしまいます。

ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を

例会報告
＜本日のプログラム＞ 雑誌・広報ス委員会

＜ニコニコボックス＞

委員長
遠藤 隆浩
本日は一般社団法人飛
騨・高山観光コンベンショ
ン協会長 堀 泰則 様に卓
話をお願いしております。
昭和 23 年 4 月のお生ま
れで、平成 13 年より(株)
ひだホテルプラザ代表取締役社長でいらっしゃいます。またコ
ンベンション協会以外にも、高山市行政改革推進委員会長、飛
騨高山観光客推進協議会長、高山商工会議所副会頭、社団法人
岐阜県観光協会副会長 等 兼任されています。
本日は飛騨高山の観光についてお話いただきます。どうぞ宜
しくお願い致します。

●山下 明さん
①飛騨・高山観光コンベンション協会長 堀 泰則 様のご来訪を
歓迎いたします。観光についての卓話よろしくお願いします。
②ベスの送別クリスマス会が今晩あります。ホストファミリー
の鴻野さん、阪下さん、折茂さん、下屋さん、内田さん、塚
本さんありがとうございました。
●寺田 昌平さん
①ご多用の中、飛騨・高山観光コンベンション協会長、(株) ひ
だホテルプラザ社長 堀 泰則 様のご来訪歓迎申し上げます。
スピーチ楽しみにしています。
②本日は高山西ＲＣ本年最後の例会を迎える事が出来ました。
皆様方には色々とご配慮賜り感謝申し上げます。ありがとう
ございました。
●遠藤 隆浩さん
堀 泰則 様のご来訪歓迎いたします。楽しい卓話よろしくお願
いします。
堀 明洋久美愛厚生病院長をお迎えして。講話を楽しみにしてい
ます。
●阪下 六代さん､平 義孝さん､挟土 貞吉さん､伊藤 松寿さん､
新田 敬義さん､内田 幸洋さん､鴻野 幸泰さん､田中 正躬さん
飛騨・高山観光コンベンション協会長 堀 泰則 様のご来会を
歓迎申し上げます。卓話を楽しみにしております。
●井辺 一章さん､田近 毅さん､米澤 久二さん、蜘手 康介さん
堀さん、ようこそ。今日はよろしくお願いします。今年も最後
の例会となりました。来年もよろしく!!

一般社団法人 飛騨・高山観光コンベンション協会
会長
堀 泰則

●古橋 直彦さん
様

堀 泰則 さんの来訪を歓迎します。明日ピンククラウンが納車
されるそうですね。飛騨で唯一の一台に是非乗せて下さい。
●井上 正さん
堀 泰則 様の御来訪を心より歓迎申し上げます。本日お話をお
聞きさせて頂きたかったのですが、東京出張のため 13:00 にて
早退させて頂くため失礼をお許し下さい。
●新井 典仁さん
私事で大変恐縮ですが、昨日会社名を高山自動車鈑金からタカ
バンに変更させて頂きました。これからも自分達に出来る事を
コツコツと一生懸命に積み上げていきたいと思います。今後と
も宜しくお願い申し上げます。
●下屋 勝比古さん
12 月 8 日無事奈良マラソン 10km 完走しました。次は 5 月の清流
マラソンハーフのリベンジして来ます。
●向井 公規さん
本日は私事でベスの送別会で美術館をご利用いただき誠にあり
がとうございます。皆様にはごゆっくりして頂き、ベスにも思
い出の一つとして記憶に残してもらえるよう、スタッフ一同頑
張らさせて頂きますので、どうぞよろしくお願いいたします。
●小田 博司さん
平成 25 年最後の例会です。体調は最低のレベルで体温は猛烈に
上がっています。1 時間頑張ります。ベスのクリスマス会は、ア
ルコール無しで早退するかも、二次会誘わないで下さい。

奉 仕 を 通 じ て 平 和 を

