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幸せは伝染する
　インフルエンザや新型コロナウィルス等、良くないものが伝染
する話が多い昨今、「幸せは伝染する」というのを聞いたことが
あります。人の感情は人から人へとすばやく伝わるものだそうで、
幸せな人は幸せな人同士で繋がっていく傾向があるそうです。
そしてまた幸せな人から囲まれているそうでもない人は、徐々に
幸せになっていっているそうです。このような傾向があり「幸せ
は伝染する」ことがわかったそうです。
　また幸せは自分から数えて3人目まで影響するらしく、自分が
幸せだったとしたら友達の友達まで伝染(影響)があり4人目にな
ると影響が無くなるとのデータもでている。たとえば子どもが喜
ぶ姿を見ると自分まで自然と笑顔になり幸せな気分になり、そ
のままニコニコ家に帰ると家族も「どうしたの？何があったの？」
とご機嫌になったりする。逆に社長の機嫌が悪いとそれが社員
に伝わり、社員の機嫌が悪くなり、それがお客様や家族に伝わ
っていくという。
　これらは人の成功体験を元にしたものでも、自己啓発の本に
書いているものでもなく、ソーシャルネットワークの研究で有名
なハーバード大学のニコラス・クリスタキス教授とカリフォルニア
大学サンディエゴ校のジェームス・フォーラー教授による20年に
渡る共同研究によるもので、誰かの幸福感に変化が起きると
「幸福」または「不幸」な人々の社会的な集団が形成される。つ
まり充足感は個人がそれぞれに感じるだけのものではないとい
うことです。
　人間として良くも悪くも私たちは他人の感情に影響を受けます。
私たちの脳は共感のワイヤーが張り巡らされ、あくびから忍び
笑いまですべてをキャッチできるようになっているそうで、以下
の4つの幸福感伝染について意識してみましょう。
　①笑い・・・2006年の研究で笑いは伝染性があると発見され
　　た。それはたとえ自分が会話の文脈を確実に理解していな
　　くても有効で、脳は笑いの音に自動的に反応し、顔の筋肉
　　を笑顔に仕立てる。
　②思いやり・・・人間として私たちには思いやりのワイヤーが
　　張り巡らされている。そしてそのワイヤーが外に向くとき、
　　他人から感情をキャッチすることもできる。優しさを受け取
　　る側にあるとき、たいていその人たちは自分からもお返し
　　しなければすまないという気持ちになる。
　③歓喜・・・嫌な気分になったら、最も楽しそうな友人の輪の
　　中に入ろう。2008年の研究で、人の幸福は近くにいる人か
　　ら直接影響を受けることが発見された。幸福な人に囲まれ
　　ている人は自分自身も幸福に感じる。
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「ポールハリスの職業奉仕の定義について
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ロータリーソング 【奉仕の理想】

奉仕の理想に集いし友よ

御国に捧げん我等の業

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

永久に栄えよ

我等のロータリー

　④楽観主義・・・2009年の研究によると、楽観主義は社交的に
　　伝染する感情だそうだ。ポジティブな人は良い感情のラジエ
　　ーターで、幸福感を放熱するものである。
　要するに自分自身が幸福感に満たされていれば、それが伝染し
周りに広がり、回りまわって自分のもとに戻ってきて自分の幸福
感がさらに高まるということです。伝染病と同じように幸福もどん

どん広がっていき、「人間の最大の罪は不機嫌である」とゲー
テが言っているくらいですから、毎日ご機嫌に幸せをどんどん
振りまいて世界中が幸せになって欲しいと願います。
　もちろんこの例会に参加されている皆さんもその気持ちで臨
んで欲しいですし、それを周りに伝染してぜひ幸福感いっぱい
の当クラブへお連れしてください。最後に会員増強のお願いでした。
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Vocational Service

ポール・ハリスの職業奉仕の定義

「ＴＨＩＳ　ＲＯＴＡＲＩＡＮ　ＡＧＥ」

「職業奉仕、すなわち各実業界及び職業界に向かって高尚な
倫理基準と理想の醸成設定を期する奉仕」（127ｐ）

原文　In the mean while those to whom Rotary’s great 

opportunity seemed to be in vocational service, that is, in

providing high standards and ideals in the business and

professional world, were not idle. 

「職業奉仕ー所属業界の倫理的向上に関する事項」（134ｐ）

（大森の言い換え）

「ロータリーの職業倫理を

　　　　　　　世界中に広めること

原文　Vocational Service:That is, in matters　pertaining to

the ethical conduct of his business or profession.

ポールハリス著　米山梅吉訳

例会の予定

■ 2 月10日（月）

■ 2 月17日（月）

■ 2 月24日（月・祝）

ゲスト卓話　廣田　勝正様
19：00～コンパル夜例会　303号室
ゲスト卓話　姫野　松男様
　　地区補助金プロジェクトⅡ

　　11：00〜13：00 愛育学園 はばたき施設内

ゲスト・ビジターの紹介

ゲ ス ト：大森　克磨様（大分キャピタルRC）
ビジター：岩尾　隆志様（大分城西RC）
　　　　　渡邊　庸子様（別府北RC）
　　　　　渡邊　吾朗様（別府RC）
　　　　

委員会報告

・事務局移転の件
　大分1985RC意見として一任するにて決定

運営委員会　藤田　敬治会員より

・1月25日㈯職業奉仕セミナーの報告

職業奉仕委員長　矢羽田　光会員より

「ポールハリスの職業奉仕の定義について-職業奉仕セミナーを踏まえて-」〈卓話の時間〉 （1月27日）

第2720地区　職業奉仕部門　部門長　大森　克磨様（大分キャピタルロータリークラブ）

ニコボックス

★藤本　保会員（１口）
尊敬する大森先生の卓話に対してお礼をこめて1口ニコボック
スします。大森先生とは、会長同期でもあります。
★髙野　太会員（１口）
父の手術が成功しました。感謝を込めて1口。
★門脇啓二会員（１口）
慌ただしい私を寛大に見守っていただいている会に感謝します。
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