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▲ ソ　ン　グ　「君が代」「われらの生業」
　　　　　　　　　　　桑田　昭世　会員
▲ プログラム　
　　創立19周年記念・宝塚中プロバスクラブ合同例会

次 週 予 告 4月4日（水）本日の例会
▲ ソ　ン　グ　「それでこそロータリー」
　　　　　　　　　　　古川　彰治　会員
▲ プログラム　「卓話」
　　　　　　　　　　　細川　洋一　会員

3月28日（水）

第901回例会報告 3月21日（水）
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R.I.会長テーマ“こころの中を見つめよう　博愛を広げるために”
REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY

カルヤン・バネルジー

栗 田 義 博 田 中 哲 三 桑 田 昭 世

会 長 の 時 間
　　　　　　　　　　　会長　栗田　義博

　昨日は春分の日でしたね。本来は今日が
春分の日なのですが、今年はうるう年です
ので１日多い分、春分の日は３月20日にな
るわけです。御存知と思いますが、この日
は日の出から日の入りが12時間、つまり昼
と夜の長さが全く同じ日です。また太陽が
真東から出て真西に沈む日でもあります。
つまり明日からは徐々に昼が長くなってい
き、気温も上ってくるはずです。ただここ
2、3日はまだ寒い日がつづいております。
まだまだ風邪には気をつけて下さい。
　さて今日は少しサイの話をします。
　現在アフリカではシロサイとクロサイが
生息していますが、1885年に20頭だったシ
ロサイは、現在保護により２万頭に回復。
クロサイは1990年代に比べると倍近い4,880
頭と回復したそうです。これは密猟者を厳
しく罰したおかげですが、ここへ来て再び
密猟が増加しているそうです。というのも、
アジアに生息していたインドサイ、スマト
ラサイ、ジャワサイが激減したため、アフ
リカの密猟者がサイの角をアジアへ輸出し
ているためです。現在はそのほとんどがベ
トナムに密輸されており、サイの角は１本
2,000万円位が相場だということです。ベト
ナムではサイの角を粉末にして飲むと大病
に効くと信じられており、カフェなどでも
売っているそうです。ただしその薬効に関

プ ロ グ ラ ム

する科学的な研究はきわめて少なく、明確
な結論も出ていないのです。
　現在、アフリカではわざとサイの角を切っ
て密猟者からサイを守っており、その角は
２年位で再生してくるそうです。ちなみに
2006年以降、密猟で殺されたサイは1,000頭
以上、射殺された密猟者は22人、逮捕者は
南アフリカだけで１年に200人以上とのこ
とです。ただしベトナム人の実業家はそこ
に目をつけ、現在南アフリカでサイの牧場
を作り、ヒツジの毛の様にサイの角を２年
ごとに“収穫”しているそうです。いずれ
にしても自然保護には大変な労力がいると
いうことでしょう。

◆卓話
　　　　　　　　　　　木本　玲子　会員
　こんばんは、木本玲子です。
　私はちょうど一年前に、縁あって入会さ
せて頂き、淑女紳士の皆様と今、ここに、
ご一緒させて頂いております。若輩者では
ありますが、どうか宜しくお願いいたしま
す。本日は初めての卓話ですので、簡単に
ざーっとお話しをさせて頂きます。私は50
年余り続きます家具屋の二代目で、苦労し
ないで売れていった時代とは違い大変です
が、先を見据えてインテリアを一つの空間
と捉え、家具だけでなく輸入雑貨を20年ほ
ど前から扱い出しました。そこで、よりお
客様のイメージが広がり、店内のディスプ
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レイの参考になればと、テーブルコーディ
ネーターとパーティデザイナーの資格を取
りました。今日は皆様に参考にしていただ
ければと思い、イメージスケールとカラー
を簡単にお話しさせて頂きます。

　資料にありますTALK基本８分類は、カ
ジュアル、ロマンチック、ナチュラル、シン
プル、ハードカジュアル、エレガント、クラ
シック、モダンと、形容詞を表現し、３配色
を配置して作成したものです。イメージス
ケールは感性のものさしです。カラー、素
材、配色のポイントなどの要素から、イメー
ジを打ち出していきます。同じイメージで
揃えるのが、コーディネイトのセオリー（学
説）です。飽きがきません。

　色が五感をしめる割合は大きくて、視覚
が87％をしめます。色はいろんなメッセー
ジとして伝えられます。バラ色の人生とか
言いますよね。色のセオリーはユニバーサ
ルランゲージ（不変的な世界共通）で、色
彩学はレオナルド・ダヴィンチの時代から
あります。赤は太陽、血の色で、情熱的、
個性的、印象的でパワフル。アクセントカ
ラーとして使用する事により、活動的なイ
メージをもたらせてくれます。勝負を賭け
る方が身に着けたりしています。橙は夕日
の色で、家庭的、安心感をもたらし、食欲
を増進させてくれる色なので、食堂や談話
室の床や壁に最適です。ダイエーのコーポ
レートカラーでもあります。橙にグレーを
プラスしたベージュや、橙に黒を混ぜた茶
色は優しい温もり感を感じます。黄色は光
の色の象徴で、希望と喜びを与える色です。
リハビリ室の床や壁に使用することで、楽
しみながら明日への希望につなげる気分を
促します。胃薬のパッケージに使われてい
ます。緑は植物の色、新しく生まれ変わる

色で、人を元気づけるのにいい色です。畳
の色は最も落ち着いた色で、お部屋に観葉
植物を沢山置くのも良いでしょう。信頼感
を持ってもらえるので、名刺にも良いです。
青は、広い海や空の色。気持ちを清らかに
させてくれ、冷静、沈着の色です。濃い青
は知的なイメージ。ターコイズブルーはマ
リア様のローブの聖なる清らかな色でもあ
ります。紫はライラックやラベンダーの花
の色ですが、傷ついた心と体に自己治癒力
のエネルギーを促します。薄紫は女性の下
着に多く、女性っぽさ、色っぽさが出ます。
深い紫は高貴な色で、東洋でも西洋でもお
金をかけて染められていました。ピンクで
すが、昔ナースの制服は白だったのがピン
クや薄いグリーンに変わってきました。人
生に前向きになれて、幸福感や安らぎ感を
与えてくれる色です。アメリカの刑務所で、
ピンクに塗られた所があるそうです。無彩
色の白は感情を浄化させてくれ、グレーは
自己主張より協調の精神を表し、黒は引き
締めの効果があります。

　一年の間にはいろいろな歳事や記念日ハ
レの日があります。私は店や家でおもてな
しの心を持って、イメージスケールに落と
し込み、お花などを考えて室礼をしていま
す。今はお雛様を飾られている方も多いと
思いますが、私も玄関に始まり各部屋に飾
っています。そこで、京都のお雛様は古式
にのっとり今もお内裏様が向かって右です。
天皇は御所で北を背にして南を向いていら
っしゃいます。陰陽思想で、日（太陽）が上
る東が上手（陽）、日が沈む西が下手（陰）と
考えられていたからです。しかし、戦後、
西洋にならって天皇は向かって左に並ぶよ
うになりました。結婚式のお二人もそうで
すね。では、右大臣、左大臣のどちらの位
が高いかと言えば、東の左大臣です。五人
囃子の順番はどう並べるか分かりますか？
楽器の高い順に、向かって右（東）から、
歌い、笛、鼓、大鼓、太鼓と並べます。で
は、紅梅、白梅はどちらでしょう？紅梅が
上手で、色には順番があるのです。五行思
想で木火土金水という５つの要素があり、
木が燃えて火となり、火が燃えてあとは灰
となって土ができ、その下には鉱物（金）が
でき、その下に水が流れるというものです。
その要素が循環して自然界が成り立ってい
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るというのが、日本の文化に浸透していき
ました。木は青（緑）火は赤、土は黄、金は
金の光の白、水は暗くて低い所に集まるの
で黒（玄）です。鯉のぼりの吹き流しの色で
す。つまり、白梅よりも紅梅の方が上位と
なり、お花の生け方も葉っぱ、赤花、黄花、
水、黒い器の順となります。
　それでは、この辺で私の卓話を終わらせ
て頂きます。本日は有り難うございました。

松田　　隆　様（西宮RC）…本日よろしく
　お願いします。

　　本日合計　　　　　　　6,000円
　　本日までの累計　　818,838円
　　　　　　　　　（前田　正明　記）

◆本日のソング
　「四つのテスト」
　　　　　　　　　　　馬場　和代　会員

◆出席報告

◆ビジター
　松田　　隆　様（西宮RC）

◆幹事報告
　　　　　　　　　幹事代理　阪上　栄樹
▷ガバナーよりお礼のお手紙
　３月３日、４日開催されました国際ロータ
リー第2680地区の地区大会にご多忙のとこ
ろご出席いただきありがたく感謝申し上げ
ます。またあわせて会長、幹事様のリーダ
ーシップによって各クラブからは予想を超
える大会登録をいただきました。感謝申し
上げます。
　この地区大会の「響け！再生と創造のハ
ーモニー」をテーマに「心のバイブレーショ

ンと音のバイブレーションのハーモニー」
をコンセプトに企画運営。この企画をきっ
かけをなしたのは、あの東日本大震災で被
害を受けられた方々への深い哀悼の意と鎮
魂の祈りであります。単にたたずんで祈り、
黙とうするだけではなく地区大会で得た感
動が新生復興、創造的復興への行動のエネ
ルギーになればと期待したものでありまし
た。
　貴クラブの益々のご発展を祈念し、まず
は御礼申し上げます。
　　　　国際ロータリー第2680地区
　　　　　　ガバナー　　　　久野　　薫
　　　　　　地区大会委員長　角田　嘉宏

▷須賀川南RCよりお礼のお手紙
　わがクラブ創立25周年式典に、多数の皆
様方にお出でいただけますこと誠に有難う
ございます。
　何としても快晴でお迎えしたいと念願し
ております。
　行程中何かご希望がございましたらお申
し付け頂ければと存じます。
　福島空港へのお出迎え、仙台空港までの
お送りは当クラブで担当させていただきま
す。
　皆様方とお会いする日を心待ちにしてお
ります。
　　　　　　須賀川南ロータリークラブ
　　　　　　　　　　　　 　内藤　健二

◆スポット
「リフレッシュエクササイズ　No.238 」
　　　　　　　　　　　小山　一子　会員
　皆様今晩は。今期９回目、238回目の「に
こにこエクササイズ」です。
　春分の日も過ぎ日が随分長くなりました。
しかし寒暖の差が一年中で一番激しい時。
自律神経が不調をきたす時でもあります。
　身心を鍛えて、益々元気にご活躍くださ
いませ。

★今夜は「側筋強化エクササイズ」のおさ
らいです。
1）足を腰幅に開き、大きく深呼吸２回行い
　ます（手首の関節をしっかり捻り、動か
　します）。手首を思い切り振り柔らかくし
　ておきます。

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
3月7日

本　日 33

33

3

4

30

29

21

23 3

70.0

89.66
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2）両手を胸の前で組み、両足を揃えてすっ
　くと立ちます。
3）そのまま鼻から一息吸い、アゴを引いた
　まま、吐きながら上に上げ、一息吸って
　手の平を見ます。
4）吐きながら左に倒し、ぐっぐ～、ぐぐぐ～
　と倒していきます。
5）吸いながら戻し、吐きながら反対に行い
　ます。
6）吸いながら戻して、倒し辛かった方に行
　い、バランスをとります。
7）ゆっくりと戻して、吐きながらどさっと
　下ろしクンバハカします。
8）手足を戻し足踏みします。
9）呼吸調整２回、深呼吸２回、クンバハカ
　（親指外に）し、クンバハカして終わりま
　す。
10）少し遅れて梅も満開となります。御機
　嫌よう～！！
★次回は「側筋の強化法」のNo.2です、お
楽しみに！

ホームページ
http://www.tknakarc.com

事務所 FAX番号　0797ー83ー1110
事務所 Eーメール　tknaka＠tknakarc.com

　急成長している携帯電話の無料ゲーム。
そのビジネスモデルを揺るがしかねない
事態が起きている。
　無料ゲームは、今どき珍しく営業利益率
約50％という国内屈指の収益性を生み、
市場規模は2,000億円を超える成長を遂
げています。通常、ゲーム自体は無料な
がらも、ゲームを進める上で必要となる
アイテムに課金され、子供が親の知らぬ
うちに月10万円近く使うような事が起こ
っています。何らかの行政指導がなされ
るようです。

ひとくち
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