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会長 那須 範満 

 

皆さん こんばんは。 

 

本日のお客様は、荒木 有希様です。どうかご 

ゆっくりおくつろぎください。 

   さて、「ロータリーの友」1月号の特集「職 

業奉仕を実践」の中で鹿屋ＲＣの寺岡 正善様 

が書かれた記事をご紹介致します。 

日本新聞協会が主催している「ＨＡＰＰＹ 

ＮＥＷＳ キャンペーン」は、新聞をめくって 

心が温かく、幸せな気持ちになったり、勇気が 

湧いてきたり、新しい発見があったりした新聞 

記事に対するコメントを募集し、その中でキラ 

リと光る作品を表彰するものです。 

『南日本新聞』2014年 10月 9日付、地域総 

合面に掲載された「記者の目」へのコメントが 

大賞を受賞しました。 

   記事の内容は「ある高校 3年生が語った『ど 

の社員の作業車も、道具類がいつも整頓されて 

いる。こんな先輩たちのいる会社で働きたい』 

という言葉がきっかけになり、その言葉に感動

した社長が計画になかった高校生の採用試験・面接

を行い、採用を内定した。」です。 

その記事に対してのコメントが「この話を読んだ

後、自分はどうだろうかと考えさせられました。ど

んな立派なことを言っても、普段の行動を他の人が

見た時にどう思われるかだなとあらためて思いま

した。さらに、高校生の言葉を社員の方が社長に届

けたこともうれしく思いました。」でした。 

 この記事にある社長が鹿屋ロータリークラブ所

属、株式会社宇都電設代表取締役・宇都健三郎会員

です。 

宇都社長は「誰がどこを見て評価するかわからな

い。皆が作業車内をきちんと整頓しているから、高

校生にも信頼された。仕事の中身も同じ」と朝礼で

社員に訓示したとのことです。 

 これこそ「職業奉仕の実践」であり「職業奉仕の

神髄」であると評価しています。 

 

 「ロータリーの友」にはロータリアンにとって参

考になる記事がたくさん載っています。是非、熟読

されることをおすすめ致します。 

 

 

 本日の例会   2月 24日（水） 次週予告   3月  2日（水） 

  ◎ソング 「われらの生業」 

              池田 美江 会員 

  ◎プログラム   定藤会員の卓話(自己紹介) 

石原会員の危機管理セミナーの報告 

◎ソング 「君が代」「Be a Rotarian」 

              木本 玲子 会員 

◎プログラム  卓話 

      2002年度米山奨学生 胡志武様 

TAKARAZUKA  NAKA  ROTARY  CLUB 

WEEKLY BULLETIN   
第 2680地区 宝塚中ロータリークラブ 

 

  R.I.会長テーマ 

   “世界へのプレゼントになろう” 

      会長 K.R.ラビンドラン 

 

●創 立 平成 5年 4月 10日 

●例 会 毎週水曜日（19：00〜20：00）  ●例会場 宝塚ホテル 

●事務所 〒665-0004宝塚市梅野町 1-46（宝塚ホテル４０５号室） 

●電 話 0797-87-1151 直通 83-1110 FAX83-1110 

●会 長 那須範満  ●幹事 川添裕照  ●会報委員長 大西利哉 

会会長長のの時時間間  
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卓話       前田 正明会員 

 

「色 ＣＯＬＯＲ について」 

 

① ータリーの基本色 

 3種類のブルー、ゴールド の 4色です 

●ロータリーアズール  

 Ｐantone(PMS) 特色 2175C 

 4色プロセスＣＭＹＫ Ｃ99 Ｍ47 Ｙ0 Ｋ0 

●ロータリースカイブルー 

 Ｐantone(PMS)特色 2202Ｃ 

4色プロセスＣＭＹＫ Ｃ96 Ｍ0 Ｙ6 Ｋ0 

●ロータリーロイヤルブルー 

 Ｐantone(PMS)特色 286Ｃ 

4色プロセスＣＭＹＫ Ｃ100 Ｍ80 Ｙ9 Ｋ2 

●ロータリーゴールド 

 Ｐantone(PMS)特色 130Ｃ 

4色プロセスＣＭＹＫ Ｃ0 Ｍ35 Ｙ100 Ｋ0 

 

単色 1色で印刷 

Ｐantone（ パントーン ）インクの色  

ＤＩＣ インクの色 

他にインクによりＴＯＹＯなどのメーカーにより

異なる。 

インクの色を共通にすることのより 世界中のど

の印刷会社で印刷しても同じ色の品質で印刷。 

 

②単色刷りと多色刷り 

○単色刷りとは 

墨一色 ＤＩＣ○○版とか特色で印刷をすること。 

カラー分解を必要としない色刷りはたとえ 4 色刷

りでも単色刷りです。 

○多色刷りとは 

ＹＭＣＫ（イエロー・マゼンタ・シアン・ブラック）

の基本色をもとに 4色で印刷することです 

○４色で印刷の場合は写真と同じように点から表

現印刷されます 

 

単色でないと印刷できないもの 

○金色・銀色（金色には赤金・青金があります） 

○オレンジ色（きれいなオレンジ色は単色でないと

できません） 

 

③データ入稿における問題点 

○ＹＭＣＫとＲＧＢ 

 印刷の基本色はＹＭＣＫです 機械が４台あっ

てそれぞれ１色づつ印刷します。 

 私たちはマッキントッシュのイラストレータと

いうソフトで制作しそれをデータにし印刷します。 

一般の方はウィンドウズのワード・エクセル・パ

ワーポイントなどのソフトで制作されますがこれ

らのソフトは印刷を目的としたソフトではないか

らでそのままでは印刷できません。 

マッキントッシュのソフトは制作（印刷）を目的

としています。ウィンドウズのソフトは 基本の色

はＲＧＢで制作されます。 

ＲＧＢとは光の３原色（赤・緑・青）の事です。 

したがって印刷した場合に仕上がりに違いが出て

きます。ただし 最近はマッキントッシュ版のワー

ド・エクセル またウインドウズ版のイラストレー

タなどもあります。 

また最近はＰＤＦのデータが完全原稿として入

稿されますが、それもＹＭＣＫに変換作業が必要と

なります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○芝池 巌 君 

 22日（月）宝塚ベガホールで 19時から 三宝音 

楽コンサートを行います。約 300人集まります。 

まだチケットがありますので、どうぞお越し下さい。 

 

○馬場 和代 君 

 那須先生、先日はありがとうございました。 

2月 12日 AM10：00に 結婚の遅かった次男に初め 

ての赤ちゃん（男の子）が生まれました。 

 私にとって 5人目の孫です。ニコニコです。 

ニニココニニココ箱箱  
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ププロロググララムム  



 

 

□本日のソング 

「それでこそロータリー」  

大門 美智子 会員 

□お客様 

荒木 有希 様 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 34 1 33 29  87.88 

前々回 

1/20 
34 2 32 25 2 84.38 

 

□幹事報告 

プログラムの変更 

①2月24日(水)ロータリー創立記念日プログラム 

新会員 定藤会員の卓話(自己紹介) 

石原会員の危機管理セミナーの報告 

②3月 2日(水) 米山奨学生 胡志武様の卓話 

③3月の卓話の予定 

3月 9日(水)槇野会員 3月16日(水)野木会員 

3月23日(水)中村会員 3月30日(水)大西会員 

*************************************** 

リフレッシュエクササイズ №275  

★3日は「節分」4日は「立春」を過ぎましたのに春

とは名のみ、まだまだ寒暖の差が激しい時です。 

「お日様うがい」を忘れず、体調管理に充分気をつ

けて下さいませ。 

★別名＜「～こそ・ほど」エクササイズ＞ 

＊治ったらいきます、と言うのが普通の体操ですが、

事或るのが人生。風邪や病の時、悩みがある時もあ

りますが、そんな時「ほど」そんな時「こそ」「あ

せらず・たゆまず・あきらめず」無理なく行えるの

が「にこにこエクササイズ」です（リハビリに最適

ですし、終生行えます） 

お顔にっこり、元気な声で「ありがとう、ありがと

う」と言いつつ行います。 

★「手指。親指」のエクササイズです。 

1）いつものように足を腰幅に開き、両掌を思いっ

きり開き、横に振ります。 

2）親指だけを「イチ・ニ・サン・シ」と、立てた

り伸ばしたり行います。 

3）親指を中にして「ぐう」をし、開くこと5回 

4）足を腰巾の倍に開き、両腕を優雅に美しく横に

構えます。 

5）右の手の平を上に上げ、吐きながら左足の外に

付きます。（無理なく、ご自分の出来る範囲で） 

6）ゆっくり吸いながら4）に戻り、左の手の平を上

に上げて、吐きながら右足の外に付きます。 

7）ゆっくりと吸いながら4）に戻り、親指を中にし

てクンバハカを行い終わります。 

 身体中がポカポカして参ります。認知症予防にも

なります。 

簡単ですので、どうぞお続けくださいませ。 

次回を楽しみに。ありがとうございました。 

*************************************** 

☆☆3月のお祝い☆☆  

会員誕生日  

1日 馬場 和代会員 20日 阪上 栄樹会員 

26日 坂上 安夫会員 31日 蓮尾 春輝会員 

奥様（ご主人様）誕生日  

12日 谷口 千鶴美 様  12日  田村 庸一 様  

22日 古川 順子 様  

結婚記念日  

 8日 蓮尾 春輝・統子様 

21日 坂上 安夫・妙子様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週週間間報報告告  

ホームページ 

http://www.tknakarc.com 

事務所 ＦＡＸ番号   0797-83-1110 

事務所 Ｅ－メール  tknaka@tknakarc.com 
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 一口コラム 

携帯電話大手の３社がスマホの格安プ

ランを出しました。背景には、昨年 12

月に有識者によって提言されたタスクフ

ォースに沿って、総務省が“ライトユー

ザーに向けた月額 5000円以下のプラン”

新設を要請した経緯があります。 

現実はほとんど通話やデータ通信を行

わない“超”が付くほどのライトユーザ

ーしかお得感のないものと言わざるを得

ないのが現状です。 

SIM フリー端末を使うのが一番安いで

すね。 



  


