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クラブフォーラム（増強）

① ロータリーソング（我等の生業）、西ロータリーの歌
③会 務 報 告

④出 席 報 告

錯
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⑤ ニコニコBOX披露
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錯視の研究をしている立命館大学の北岡明佳教授という方がおられます。
見ているとどう見ても違う色なのですが、その部分を突き合わせてみると同じ色だったり、平行
に見えないのに平行だったり、動いているはずがないのに動いて見えたりすることに驚かされます。
自分ではこう見えると思っていても、実際には違うことがあると思うと、自信を持つことは大切
ですが自分を過信しすぎてはいけないと思いました。間違っていないかもう一度考えることは必要
だと改めて思いました。
また、脳は記憶違いもします。３０年近く前に会社の慰安旅行で溝ノ口洞穴に行きました。その時
の記憶では洞窟の奥に神社の鳥居がありました。１０年ほど前に久しぶりに行きましたら洞窟は行き
止まりで奥から入り口を見たときに鳥居が見えることがわかりました。記憶が間違っていたことに
ショックを受けました。
私は２５歳くらいまでは自分の記憶にはある程度自信がありました。サラリーマン時代、上司から
見積もりを受け取った記憶がなく「預かった記憶がありません。
」と自信をもって返事し、再度見積
もりのコピーを受け取った後、自分の
引き出しから最初に受け取った見積も
りを発見した時はショックでした。そ
れ以来自分が間違っていないかもう一
度考えるようにしています。
自分に自信を持つことは大切ですが
もう一度検証することを忘れないよう
に気を付けています。（最近は忘れるこ
とが多いので、これも時々忘れてしま
いますが。）

溝ノ口洞穴

■前回の例会（ 10月6日）の報告 ■ 7月28日例会の報告
会 員 数
出 席 数
出 席 率

6 8（6 5 ）名
40 名
61.54 %

出 席 率
訂正出席数
訂正出席率

46.15 %
13 名
66.15 %

次 回
予 告

10月20日（水）１2：３０〜 山形屋

会員卓話

古木

圭介 会員

渦巻き錯視

青い薔薇

同

心円が歪んで見えます。「フレーザー錯視」
を同心円状に配置した渦巻き錯視のうち、

傾きが交互に変わる図形です。ちなみに青い薔薇
の花言葉は「不可能・あり得ない」から「夢かな
う」に変わった経緯があるそうです。あり得ない
錯視現象が奇跡的に生まれる。錯視作品を制作す
る過程とリンクします。

動いて見える錯視

仮面ライダー

「目」

が上下左右に揺れて見えます。これは
観察者の眼球運動を反映しています。

網膜像（網膜に映る景色）が上下に動くと「目」は
左右に動いて見え、左右に動くと「目」は上下に
動いて見えます。「シマシマドリフト錯視」の基
本図形を２つ組み合わせて飾りをつけたデザイン
です。

【ニュートン別冊
「錯視と錯覚の科学」
監修：北岡明佳 より】

左

の円は黄色いお月さま、右の
円は青色のお月さまに見えま

すが、周囲を取り払うと全く同じ
パターンなのが分かります。「図地
分離」という知覚にとって大切な
機能を、錯視仕立てにしていま
す。色の対比を使った絵のように
見えますが、そうではなく「アン
ダーソンの錯視」を色付けした作
品になります。

実際に動くものとして，動く錯視を見ている！
下の二つの図は，実験で使われた「動く錯視図形」と「動かない図形（錯視がおきていない）」である。
北岡教授の作品「蛇の回転」をもとにつくられた。

動く錯視図形

動かない図形

いずれの図も，蛇の円盤は，白，黄，黒，青の４色でできている。左の図は「黒→青→白→黄」の方向に回転し
て見える。一方，動いて見えない図のほうは，順番を入れかえてあるため，回転してみえない。

前回の例会記録（ 10月 6 日分）
〈プログラム〉クラブフォーラム（米山記念奨学会）
〈ビジター〉なし
〈９月会員誕生日お祝 〉４名
１日 田中 藤雄 会員
３日
７日 柏木 敏郎 会員
１３日

小 山 光 義 君、田 中 藤 雄 君
まん延防止のため、一ヶ月半の間お休みして申し訳
ございませんでした。久しぶりに皆様方にお会い出来
てとても嬉しいです。残りが３／４となりましたが楽
しい例会が開けるよう頑張りますのでよろしくお願い
いたします。

久保
玉川

眞介 会員
哲生 会員

村田

直子 さん

〈１０月会員誕生日お祝 〉４名
４日 中村 英幸 会員
８日
２７日 櫻美 義明 会員
３０日

古 木 圭 介君
９月１１日に孫が誕生しました。男の子で母子ともに
健康に感謝してニコニコします。

鮎川
南

吉弘 会員
徹 会員

〈１０月ご夫人誕生日お祝 〉４名
１日 天本 博子 さん
１７日
２２日 田畑ノリ子 さん
２４日

内村 恵子 さん
山之氏洋子 さん

深 尾 兼 好君
ロータリーの友９月号に「友」月間の対談を載せて
いただきました。９月中休会で全く反応はなかったで
すが是非ご覧ください。

〈９月ご夫人誕生日お祝 〉３名
２日 濵嵜 郁子 さん
１１日
１８日 植村 留美 さん

〈８月在籍表彰〉５名
２６年 中村 英幸 会員
２０年 内村 二郎 会員
２年 和田秀一郎 会員
〈９月在籍表彰〉８名
２７年 深尾 兼好 会員
１７年 迫田 英介 会員
６年 荒殿 一洋 会員
６年 米山 裕之 会員

２５年 南
５年 永田

徹 会員
健吾 会員

２１年 森
１６年 蓑田
６年 久永
５年 髙木

俊英
満康
忠範
博文

会員
会員
会員
会員

〈会務報告〉
１．１０月のロータリーレートは１ドル＝１１２円です。
２．ＲＩの奉仕賞担当 ジュリア・ドノホー氏より、昨年度
の西クラブ
の実績に
対しロータ
リー賞授与
の通知が
きました。

天 本

白いカラーとその茎で囲まれたとりどりの花たち。
秋のりんどうを配した心配りにニッコリ。会長、ク
ラブ、そして髙木さん、妻の誕生日に素晴らしいプレ
ゼントをいただきありがとうございました。
濵 嵜

和久君

某高校の野球部に入った次男が秋の九州大会予選で
１年生ながらデビュー出来ました。代打で出場し初打
席、初安打、初打点、最高のスタートです。どうぞ応
援よろしくお願いいたします。
増 喜

裕 二君

久々に皆様にお会いできて大変うれしく思います。
今後も積極的に例会参加していきたいと思います。
植 村

公 保君

９月の曇り空の中、クラブより家内へ誕生日の花が
届きました。私への風あたりも良くなり楽しい１日と
なりましたのでニコニコします。
水 流

３．鹿児島城西ＲＣ・鹿児島サザンウインドＲＣ・鹿児島
令和ＲＣの例会場が東急ＲＥＩホテル閉館に伴い１０
月よりホテル・レクストン鹿児島に変更となりました。

美 信君

源 彦君

妻の誕生日に、綺麗な花をお送りいただきありがと
うございました。３人娘が県外のため、２４年ぶりに二
人っきりでお祝いしました。ロータリーの皆様に感謝
して初めてニコニコします。
小計 15,000 円

累計 81,000 円

市内ＲＣ例会プログラム
（平田公園清掃） サンデイズイン
東ＲＣ １０月１４日
（木） 早朝例会
鹿児島
６：３０〜
北ＲＣ １０月１４日
（木） 会員卓話
サザンウインド

ＲＣ

（会員卓話
１０月１４日
（木） ＷＥＢ例会
内野 美恵子会員）

鹿ＲＣ １０月１５日
（金） ゲスト卓話
奄美観光大使
緒方 千奈様
鹿児島大学
アカデミーＲＣ

１０月１５日
（金） クラブフォーラム

鹿児島西ＲＣ Ｅメール・アドレス

中央ＲＣ １０月１８日
（月） ゲスト卓話

山形屋

令和ＲＣ １０月１８日
（月） 例会なし

ホテル・レクストン
鹿児島

東南ＲＣ １０月１９日
（火） 補助金事業説明会

サンロイヤル

城西ＲＣ １０月１９日
（火） 米山奨学生卓話

ホテル・レクストン
鹿児島

「中小企業のＤＸ」
ＩＣＴプロデュース
上野 武志様

アートホテル
鹿児島
ホテル・レクストン
鹿児島

山形屋

グェン タイン フォンさん

鹿児島大学
稲盛記念館

info@kagoshima-w-rc.jp
ホームページ・アドレス http://www.kagoshima-w-rc.jp/

南ＲＣ

１０月２０日
（水） 会員卓話 盛澤 篤司会員 サンロイヤル

西南ＲＣ １０月２０日
（水） 夜例会
ＲＩのホームページアドレス
https://www.rotary.org/
日本のホームページアドレス
https://www.rotary.or.jp/
第２７３０地区ホームページアドレス https://www.2730rc.jp/

ビエント

