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２月は世界理解月間
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＊２月の行事予定＊

＊本日のプログラム＊ （2月28日）
１．会長の時間
２．幹事報告
３．委員会報告
４．スマイルカード
５．内部卓話 幡手一義会員
「クラブ研修リーダー育成セミナー報告」
６．出席報告

第２２４２回例会

会 長

7日 内部卓話 山井辰夫会員
14日 内部卓話 西中孝生会員
21日 内部卓話 佐々木正博会員
28日 内部卓話 幡手一義会員
「クラブ研修リーダー育成セミナー報告」

平成２５年

２月２１日

の記録

開会点鐘
ソ ン グ

四つのテスト

ゲ ス ト

なし

ビジター

なし

● 会長の時間

藤本博和副会長
【対人関係療法】ＡＨ（アティテューデナィル・ヒーリング）

皆さんこんにちは。

先週は数年ぶりにインフルエンザにかかってしまい、 「恐怖や不安、怒りといった否定的な感情に引きずら
例会を欠席しました。家族の中でまず娘、次に孫、そ

れず、心の平和を取り戻すための手法」

して嫁さんとかかりまして、私はあまり症状がなかっ

人がムカムカしたり、生きづらかったりするのは、善

たのですが、病院へ行き検査をするとやはりインフル

悪を評価してしまうから。もちろん仕事には評価が不

エンザでした。病院からは一週間ほど人と接してはい

可欠ですが、人格ではなく、その『行動』自体を客観

けませんと言われましたので、仕事も気になりました

的に評価すればいい。

が自宅療養していました。もう大丈夫です。
自宅療養中の読書からご紹介します。

ＵＳＡ- ＯＩＴＡ
事務局

できるリーダー、できる上司とは、客観的に評価が
できて、主観的な感情の入った評価はしない人。

第２７２０地区

宇佐ロータリークラブ

〒872-0032 大分県宇佐市江須賀2999-2 (株)ユニックス内
ＴＥＬ．ＦＡＸ：０９７８－３８－２３７０
http://www.usa-rotary.com/

客観的評価はアセスメント、主観的な評価はジャッ

● 内部卓話

ジで、ジャッジは人間関係のなかで良い結果を生み出

「 雑 学」

佐々木正博会員

せない。とのことです。
①日本薬品開発はどうなったの？
● 幹事報告

本庄伸子副幹事

１．来信
1）ガバナー事務所より「地区将棋愛好会名簿作成に
ついて」
２．例会変更
日出RC：2/26(火)は『親睦例会』の為、19:00～『杉
乃井ボウル』へ変更
３．週報受理

くにさきRC、竹田RC

↑以前の看板

４．理事会報告 なし
５．お知らせ

現在の看板→

1）例会プログラム変更のお知らせ

（暗くなると光ります）

2月28日 内部卓話 幡手一義会員
「クラブ研修リーダー育成セミナーの報告」
ケ ン プ リ ア

2）本日予定していた定例理事会は、次週の例会終了

ＫＥＮＰＲＩＡ って？

後に延期致します。

新しいコーポレート・ブランド
ブランド名の由来
自然・大地の恵みを活かした広がり

６．欠席連絡
河村正一会員、是永潤一会員、砂山正則会員
園浩幸会員、西中孝生会員、藤林鋭司会員

ＫＥＮ … 健康・知恵（ラテン語）

松永忠昭会員、米澤哲也会員、和田久継会員

ＰＲＩ … 賞賛・賛美（英語）

（MU済）

最初の（スペイン語）

石部幸二会員、臼杵確会員、末宗為十会員

ＩＡ

… 場所・地域（ラテン語）

７．本日の当番
磯永喜八郎会員、岩井謙次会員

みどりの円弧のロゴデザイン
健康美容活性産業としてのシンボライズ

● スマイルカード

は、地球の陸地面積が地表の29.20%であるこ

藤本博和会員：佐々木会員卓話よろしくお願いします。
何年か振りにインフルエンザ(A型)にかかりました。
皆さんも気をつけて下さい。
幡手一義会員：石部会長、臼杵幹事、末宗直前会長、
先日の研修リーダー育成セミナーでは大変お世話に

とを示しています。
そして、文字の

の

はボディ（身体）、 は

心（ハート）、すなわち人をかたどっています。
豊かな大地と自然の恵みを活かし、ひとの体と心を
豊かにし、健やかで美しい生活づくりを支援します。

なり、有難うございました。
佐々木正博会員：本日は卓話をさせて頂きます。よろ
しくお願いします。
と言うコンサルティング

本庄伸子会員：佐々木さんよろしく。
川端克弥会員：佐々木さん本日の卓話楽しみにしてい
ます。

☺ニコニコ累計

新規事業企画を立て、ブランド体系やデザインシステ
ムの構築を行う。

４５８，０００円

CI(Corporate identity)に取り組んできました。そして、

色や形のデザインから、戦略デザインのレベルにまで
高めた日本型CIのスタイルを編み出して来ました。
（事例）福武書店 → ベネッセ
工場創業40周年

●野菜生活100リフレッシュ青りんご＆ライム
原材料名
野菜（にんじん、ほうれん草、キャベツ、なす、アス
パラガス、セロリ、はくさい、だいこん、ケール、レ
タス、クレソン、パセリ、ビート、かぼちゃ）、
果実（りんご、レモン、ぶどう、パッションフルーツ、
ライム）、
香料、ビタミンC、ベニバナ黄色素、クチナシ青色素
●野菜生活100リフレッシュグレープフルーツ＆レモン
野菜（にんじん、キャベツ、なす、アスパラガス、セ
ロリ、はくさい、だいこん、ケール、レタス、クレソ
ン、ほうれん草、パセリ、ビート、かぼちゃ）、
果実（りんご、レモン、グレープフルーツ、オレンジ）、
香料

トレイルランナー 木村克己
キッズダンス

●野菜生活100パインアップル＆オレンジ
野菜（にんじん、はくさい、セロリ、キャベツ、なす、
アスパラガス、だいこん、ケール、レタス、クレソン、
ほうれん草、パセリ、ビート、かぼちゃ)、
果実(りんご、オレンジ、レモン、パインアップル)、
香料、ビタミンC

二胡 シンセ ギター
ちかけん 竹製ブランコ、竹製ジャングルジム

■では・・青汁○○は・・？

竹あかり

産地は？

■宇佐市はいくつの市町村に隣接している？

②雑学

答：７つ

■ＰＭ２.５

日出町、杵築市、豊後高田市

・直径が 2.5μm以下の超微粒子。大気汚染の原因物質
とされている。
・浮遊粒子状物質（SPM）は、環境基準として「大気
中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm
以下のものをいう」と定められている。それよりも
はるかに小さい粒子もある。
・ディーゼル排気微粒子は、大部分が粒径 0.1～0.3μm
・国の環境基準では、1 日平均で 1 立方メートル当た
り 35μg以下と定められています。
・福岡市で平均 10μg以下です。

中津市、玖珠町、由布市、別府市

■招き猫
右手

左手

オス

メス

お金を招く

人を招く

福を招く

客を招く

高ければ高いほど遠くの福を招く
両手をあげたもの
欲張りすぎると「お手上げ万歳」
■色に関わること

■100％なのにゴクゴク飲める
野菜汁50％：果汁50％
※商品名と、原材料名に注目
（原材料は重量割合の多い順に記載される）

三毛：幸運を招く
白 ：福を招く
黒 ：病除け・厄除け
最近ではストーカー除け
赤 ：病除け・魔除け・無病息災

ピンク：恋を招く

■日本の国土の面積は世界で何位？

その他：黄色や緑など、風水絡みで最近増えている

答：62位

■日本は魚を取っても良い水域は世界で何位？

■東京都千代田区の 昼の人口は約82万人
夜の人口は？

答：6位
答：5万人

日本最南端の沖ノ鳥島が沈むと、
日本の国土1つ分以上
の水域を失う

■リサイクル率 ペットボトル85.8％
アルミ缶は？

答：92.5%

■5月5日のこどもの日お風呂に菖蒲を入れるのは？
A．まっすぐな子になるように

■ゴルフはなぜ、18ホール？
・英国の伯爵がスコッチウィスキーを1ホール毎にショ
ットグラスで飲んで飲み終わったから。

B．勝負に勝つように

答： B

■神社の参道を歩く時正しいのは？

・ウイスキーの1杯もゴルフの1打も”ワンショット”と
いうのはその理由からきている。

A．端を歩く

B．真ん中を歩く

答： A

参道の真ん中は正中（せいちゅう）と呼ばれ神様の通

・25oz 710ml 18杯：約40ml ショットグラス45ml

りとされている。

・1744年5ホールから始まり、25ホールまであった。
■野球はなぜ９回？
・バレーボールやテニスのように、点数先取制で、先

● 出席報告

佐々木正博委員長

第2242回（2月21日）

に２１点取った方が勝ちだった。
・ニューヨークのある野球チーム専属のシェフたちが、

会 員 総 数

33名

試合終了後に相手チームとのレセプションがあった

（内出席免除）

として、試合がいつ終わるかわからなければ、料理

出

の準備ができない。あらかじめ終了時間の見当がつ

（ 内 事 前 MU）

くようにして欲しいということを訴えた。そこで、

欠

席

数

11名

回数制の誕生となったのである。

出

席

率

６６．６７％

・当時アメリカでは１２進法の影響が強く残っていた。
そこで、野球にも１２進法の３／４である９回が取

22名
3名

石部幸二会員、臼杵確会員、末宗為十会員
（以上3名 クラブ研修リーダー育成セミナー）

・ちなみに、３ストライクで１アウト、３アウトでチ
ェンジも１２進法に由来するルールである。
答：キジ

桃太郎などで親しまれている。

欠席者
辛島光司会員、河村正一会員、是永潤一会員
新開洋一会員、砂山正則会員、園 浩幸会員
西中孝生会員、藤林鋭司会員、松永忠昭会員
米澤哲也会員、和田久継会員

防衛省 情報本部のシンボルマーク

※出席率の更正

■日本からの直行便で世界何都市に行ける？
答：80都市
■成田空港は東京ドーム何個分？
答：245個 （東京ドーム：14000坪）
■日本には世界遺産が何か所？

数

事前メークアップ

り入れられたのである。

■日本の国鳥は？

席

0名

答：16か所

もっとも最近では、小笠原諸島
■日本一長い川は？

答：信濃川

■日本一大きい湖は？

答：琵琶湖

◎2月7日の出席率は1名のメークアップ
により84.85％→８７．８８％に更正
事後メークアップ
園 浩幸会員（宇佐八幡RC）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－
◎2月14日の出席率は2名のメークアップ
により78.79％→８４．８５％に更正
事後メークアップ
辛島光司会員（宇佐八幡RC）
藤本博和会員（豊後高田RC）

閉会点鐘 発行 平成25年2月28日

