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９月は 基本的教育と識字率向上月間です
会長 堂園
◆ 例会場
◆ 事務所

光一郎

幹事 永田

健吾
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本日の主要
プログラム

「ありのまま」
宮川 博次 会員
「公共イメージの向上」 深尾 兼好 会員

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

② 会長あいさつ

⑤ ニコニコBOX披露

心理的安全性と自己印象操作
会長 堂 園

多くの医療現場では積極的にヒヤリハット
事例の洗い出しと問題点の共有を行います。

光一郎

•ＩＧＮＯＲＡＮＴ（無知だと思われる不安）
•ＩＮＣＯＭＰＥＴＥＮＴ（無能だと思われる不安）

「医療の質をよくするためにはどうすればいい

•ＩＮＴＲＵＳＩＶＥ（邪魔をしていると思われる不安）

か？」現場では現状改善に向けて話し合い解

•ＮＥＧＡＴＩＶＥ（ネガティブだと思われる不安）

決策を考えます。良い医療チームほど問題を
明らかにすることに努力します。「ヒヤリハッ

これら自己印象操作と呼ばれる４つの不安

トの報告数」と「チームの開かれた雰囲気」

が指摘されています。自分を守るための手段

は相関すると言えます。このことを心理的安

としては有効なため、以外と誰でも無意識に

全性の観点から提唱した人が、ハーバード大

行っています。「無知だと思われる不安への自

のエドモンドソン教授です。彼女は開かれた

己印象操作」はよくあることです。ある程度

雰囲気、つまり心理的安全性が高いチームほ

の自己印象操作は社会で生きていく上で必要

どミスの報告数が多いという逆説的とも思え

ですが、自己印象操作によって人は学ぶ機会

る結果を報告しました。医療分野においては

を失い、アイデアを出さなくなってしまいま

心理的安全性の確保が、医療安全の向上に極

す。心理的安全性が低い組織では、チームメ

めて効果的であることを証明して見せました。

ンバーが「良い組織を作り出す」ことよりも

誰しも自ら犯したミスを会議や現場のミー

「自分の印象を悪く見せないために操作する」

ティングで公表することは、嫌なものです。

ことに集中するようになるため、チームの生

個人の判断でミスをミスと認めるかどうかの

産性が低下すると述べています。Ｇｏｏｇｌｅは

基準も異なります。しかし「自分のミスはみ

２０１２年に「プロジェクト・アリストテレス」

んなのミスで職場のミス」として共有する気

と名付けられた調査を開始し「心理的安全

持ちが多くの事例を引き出させるとエドモン

性」が労働生産性を高める重要な要素である

ソン教授は示されます。反対に多くの事例が

と結論づけました。「良い組織づくり」には心

引き出せない、つまり心理的安全性が低い組

理的安全性が大事なことを証明して見せたの

織のメンバーには４つの不安が存在している

です。

と紹介しています。

前回の例会記録（ 9月 7 日分）
〈プログラム〉
クラブフォーラム（ロータリーの友）
会報雑誌委員長 萩原 徹 会員
元ロータリーの友地区代表委員 深尾

堂園

兼好 会員

〈入会式とバッジ贈呈〉
清水建設株式会社 九州支店鹿児島営業所
所長 岡田 健司 様

〈９月お誕生日祝〉
１日 田中 藤雄
７日 柏木 敏郎
１８日 永井美砂江

５名
会員
３日
会員 １３日
会員

久保
玉川

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

予 告

9月21日（水）１2：3０〜

健 吾君

岡田健司様、鹿児島西ＲＣへの入会有難うございます。
末永く宜しくお願い申し上げます。ニコニコします。
森
俊 英君
岡田様の正式なご入会を心より歓迎いたします。何
故西クラブを選ばれたのかと聞きましたら立派な方が
多いからとの事でした。皆さん本当にご期待に添える
よう頑張りましょう。

眞介 会員
哲生 会員

中 馬 輝 彦君
岡田健司さん、ご入会にニコニコします。
（出張中で
本日欠席、森会員の紹介聞けず残念ですがニコニコし
ます）
小計 7,000 円
累計 120,000 円

留美さん

〈会務報告〉
１．９月のロータリーレートは１ドル１３９円です。
２．ロータリーの友創刊７０周年特別企画
「俳句コンテスト」募集のお知らせ
テーマ：ロータリー ※応募は一人１回、３句まで
募集期間：来年２０２３年２月２８日まで
応募方法：ロータリーの友ＨＰより応募または
ハガキ応募
〒１０５−００１１
東京都港区芝公園２−６−１５−４Ｆ
ロータリーの友事務所７０係
３．本日は米山ランチにご協力いただきありがとうご
ざいました。
次 回

光一郎 君、永 田

山形屋

会員卓話

東 和宏会員 永井 美砂江会員

塩田知事へ60周年記念式典でのご挨拶のお願い

鹿児島神社山下剛宮司へ60周年記念式典雅楽演奏のお願い

■前回の例会（ 9月 7日）の報告 ■ 8月24日例会の報告
会 員 数
出 席 数
出 席 率

7 5（7 2 ）名
41 名
56.94 %

出 席 率
訂正出席数
訂正出席率

63.38 %
49 名
69.01 %

Ｚｏｏｍでの例会参加▶ ミーティングⅠＤ：7119758631 パスコード：westrc ※入室の際は会員名が分かるように名前表示をお願いいたします

市内ＲＣ例会プログラム
東ＲＣ ９月１５日
（木） ９／１２ 鹿児島中央ＲＣ
との合同例会に変更

サンデイズイン
鹿児島

北ＲＣ ９月１５日
（木） 未定

アートホテル
鹿児島

サザンウインド

ＲＣ

９月１５日
（木） 外部卓話

ホテル・レクストン
鹿児島

鹿ＲＣ ９月１６日
（金） ゲスト卓話
山形屋
鹿児島ユナイテッドＦＣ
応援リーダー 田上 裕 様
鹿児島大学
アカデミーＲＣ

９月１６日
（金） 委員会別話し合い

レス
鹿児島西ＲＣ Ｅメール・アドレス

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:/
p://www.kagoshima-w-rc.jp/
/www.kagoshima-w-rc.jp/

中央RC ９月１９日
（月） 休会

山形屋

令和ＲＣ ９月１９日
（月） 休会

ホテル・レクストン
鹿児島

東南ＲＣ ９月２０日
（火） クラブ協議会

サンロイヤル

城西ＲＣ ９月２０日
（火） 休会

ホテル・レクストン
鹿児島

９月２１日
（水） 休会

サンロイヤル

南ＲＣ

西南ＲＣ ９月２１日
（水） フリートーキング
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
地区ホー
ホームペ
ムページ
ジアドレス https://www.2730rc.jp/

ビエント

