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今日の例会

第1685回平成30年5月15日（火）

卓話： 「職業奉仕の今昔」
地区研修実行委員会委員長早川和男様

（名古屋東山RC)

先回の例会

第1684回平成30年5月8日（火）曇

卓話：国際カラーコンサルタント・健康色彩研究家

RainbowFIowers代表岩田まゆか様

『選んだ色には意味がある～実例から読み解く
知られざる心理・生理とのつながり』

元愛知県中華料理生活衛生同業組合理事長のご経歴等

が認められ、 「生活衛生功労」という分野でのご栄誉で

す。まことにおめでとうございます。

それから今日お配りした中に「雑誌購読アンケート」

という紙が入っていると思います。お手数ですが、無記

名で、○をつけるだけで結構ですから、お帰りに受付へ

お渡し頂きたいと思います｡以前から雑誌の購読実態に

ついて調べたいと思っておりましたので何卒ご協力を

お願いします。別に、地区へ報告したりするものではあ

りませんから、安心してご記入下さい。

さて、今年も青葉が美しい季節になりました。今頃に

なるとアオバズクを思い出します。実は、当社の杜には

毎年フクロウやアオバズクが渡ってきます。

まず3月下旬～4月中旬、フクロウが渡ってきます。大

木の洞（ウロ・樹洞）に営巣し子育てをします。フクロ

ウ目フクロウ科フクロウ属のフクロウです｡夜間の生態

系ピラミッドの頂点に位置する猛禽類です。

そして5月～6月初旬、アオバズクが渡ってきます。や

はり洞（ウロ・樹洞）に営巣し子育てをします。これは

フクロウ目フクロウ科アオバズク属に分類される小柄

なフクロウの一種です。夏に飛来し、冬季には東南アジ

アで越冬するとされますが､正確な生態ははっきりしま

せん。青葉の頃にやってくるのが名前の由来です。身体

が言い訳ではありません。

フクロウもアオバズクも、広義に「フクロウ」と云われ

ます。フクロウの方が体長が大きく、アオバズクの方が

身体に大きな縦縞が入ります。どちらも茶系の羽毛で

す。夜間には活発に捕食をしますが、全くの無音で飛翔

するので中々確認することが困難です。

ある神社では、フクロウの来る大木を公開したところ、

夜間の見学者が押しかけストロボを焚いて撮影をされ、
フクロウが来なくなってしまったという話しを聞きま

した。ですから当社も巣の場所は非公開にしています。
暗くなる頃から「ホーッ、ホーッ」と鳴いています。フ

クロウが鳴くと次の日は晴れると云われます。雛は、チ

リチリチリと虫のような鳴き声です｡それも身を守るた

めの智恵かもしれません。

「知恵と幸福の使者」と云われ、「森の物知り博士」「森

の哲学者」とも称されます。また、 「不苦労」・「福籠」・

「福老」 ・ 「福朗」に通じるため、 「苦労しない」・ 「幸

福が籠もる」 ・ 「幸福な老い」 ・ 「朗らかな幸福」をも

たらすとして大切にされます。

昼間に高い木の枝に止まり、じっとしている事がありま

す。本当に静かに思索をめぐらせているようです。

◆君が代

◆それでこそロータリー

◆ゲスト紹介

国際カラーコンサルタント・健康色彩研究家

RainbowF1owers代表 岩田まゆか様

◆出席報告

正会員 36(32)名 出席27名

名言会員 1名

出席率（名言会員除く） 84．38％

前々回4／17 （修正出席率） 93．75％

福井幹事報告

1）本日配布案内①ロータリー誌アンケート
②次年度同好会案内⑧次年度ﾎﾟｹｯﾄ名簿掲載

2）5月のRIレートは1ドル=108円になります。

3）□－タリーの友5月号が届いておりますのでお帰り

にお持ち下さい

吉田会長挨拶 ’
~~~~

本日は､後ほどRainbowFIowers代表

の岩田まゆかさんに卓話をして頂き

ます。岩田さんは元当クラブの事務局

でお勤め頂きましたのでお馴染みの

方も多いと思います。

そして林永若君にはこの舂の叙勲に

おいて旭日双光章を受章されました。
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見つけた方には幸運が訪れるかもしれませんが､絶体に

痛獲したり物を投げたりしないで下さい。

ただ、フクロウの営巣場所を公関しているところがあり

ます。東山動物園にモノレールが走っていますが、その

線路の下に営巣するそうです｡あんなうるさい所によく

巣を懸けるなと思いますが、かなり高い所ですから、多

分蛇などの敵に対して子育てが安全で、夜間は人もいな

いからだろうと思います｡最近はニュースにもならない

ようですが、恐らくまだ飛来していると思います。

ではほんの数秒ですが､恐らくアオバズクだと思います

が、夜の八幡宮の杜での鳴き声をお聴き下さい。

なんとなく気持ちも穏やかになるような気がします。

たまに幸運な方は昼間に出会う事もあります｡鳴くのは

夕方から夜間だけですが､いつでもという訳ではありま

せん｡興味がお有りの方は城山八幡宮か動物園へお出か

け下さい。
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が来院｡話だけで診断していたら精神安定剤を出してし

まうところでしたが､気になる色を選んでもらうことで

腸の調子が悪いことがわかり、整腸剤を出したところ翌

日回復。

2）選んだ色と心とのつながり

神戸の内科医の先生のところにお母さんと小学校6年

の不登校のお子さんが来院。学校の授業中・部活動・家

で両親といるときなど、場面ごとに色を選んでもらい、

そこから不登校の原因はいじめで、両親との関係も悪い

ことが判明。そして、いじめっ子と男の子の性格は正反

対で､休み時間に苦手な遊びを無理にやらされているよ

うだとわかりました。家での対応をお母さんに聞くと、

怒ってばかりで男の子の気持ちを聞こうとはしていま

せんでした。先生がこの男の子の性質を両親に話し、サ

ポートするように指導し､その後学校に行けるようにな

りました。

選んだ色はその子の気持ちを表しています｡心は見えな

いですが色を選ぶことで自分自身にも他の人にも心の

内が色と言う形で可視化出来､理解し易くなるという大

きなメリットがあります。

文部科学省の調査（昨年10月発表）によると、小学校

の校内暴力が年々増え、この数年過去最高を更新し続け

ています。いじめの認知件数も小学生の増加が激しく、

平成25年度と28年度を比べると約2倍となっていま

叙勲御祝

林永芳君「旭日双光章」を受章されました

す。

子供は絵を書くとき自分の感|冑に従

った配色を使いますので、子供が絵や

塗り絵にどんな色を使っているかを注

意深く見ていくだけで、色の知識がな

い親や先生でも負の感情に気づいて対

処していくことが出来ます｡なぜなら、

色は世界共通のコミュニケーションツ

ールだからです。黒を塗っている子供

に黒を塗ることをやめさせようとする

お母さんや保育士さんがいらっしゃい

ます。でも、その子が今日黒を塗るこ

とにも意味があるのです。

最後に・ ・ ・

●－毛一勺

や、早皀肉屋湧倫

30秒のカジーコミュニケーション

はじめてみ艇せんか？

いるいく

色育ってなぁに？
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亀轤雫|卓話
『選んだ色には意味がある～実例から読み解く

知られざる心理・生理とのつながり』

RainbowFIowers代表

蕊
健康色彩研究家色育ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

国際カラーコンサルタント

岩田まゆか様

アメリカで色彩と言えば3本の指に入るルイス･チェス

キンが著書の中で、奥さんがうつ病や極度の神経質で別

れたいと思っている男性たちに、変えなければならない

のは家の色彩設計だと書いています。

そして､彼はその夫婦にインテリアの色を変えさせたと

ころ、 1ヶ月で奥さんは元気になったということです。

『自分の心と身体にプラスになる色を選んで使う。 』
いつか日本にそんな日が来ることを願いながら、これか

らも活動して行きたいと思っています。
!慧蝋鰐g成功事例と心理謹懸鶏・生理とのつながり

1)CI (]-ﾎﾟﾚｰﾄ･ｱｲﾃﾞｿﾃｲﾃｲｰの略）カラーの成功事例

・マクドナルドの言板

2）パッケージデザインの成功事例

・大正製薬便秘薬コーラツク

3）ラーメン店のカウンターやファーストフード店の壁

に赤が使われている理由

4）店の外装の色によりお客様の購入予算が45％増え

た実例

Ⅱ､個人の日常生活において選んだ色と心理･生理とのつ

ながり

1）選んだ色と身体とのつながり
大阪の内科医の先生のところに不安感を持った男性

、
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＊二コボックスは次回掲載させて頂きます

次回例会 平成30年5月22B(火)12:S03階錦の間

卓話： 青少年交換生エリザベス・ソリスさん


