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1．点鐘
2．ロータリーソング 「それでこそロータリー」
3. ロータリーの目的
職業奉仕委員会
4．お客様紹介
デザイナーパーソナルスタイリスト
谷村 より子 様
5．会長卓話

吉澤 晴雄 会長
皆様こんにちは。先週、今週と三連休でお休みが
多い最近ですが、皆さんはいかがお過ごしだったで

6．幹事報告

しょうか？昨日は NHK の相撲中継で美女との相撲

7．雑誌・記事紹介
ロータリー情報委員会
8．委員会報告

観戦が全国に流れてしまった方もいたみたいです。
私は先週金曜日に病院で処方していただいた頭
痛薬がなんとなく効いているのか？という状態で、自

9．スマイル報告

分が関係している叡明高校の練習試合を観戦してき

10. 外部卓話

ました。夏の甲子園大会が終わったばかりですが、今

11. 出席報告

週の土曜日から来年のセンバツ甲子園大会に向けて
県大会が始まります。8 月に行われた、東西南北の各

次回例会案内 平成 30 年 10 月 3 日

ブロックから勝ち抜いた 38 チームが 10 月 20 日（土）

結婚記念・誕生日祝い

から始まる関東大会（山梨大会）に向けて、激戦を繰

四つのテスト

り広げます。埼玉県からは 2 校が関東大会に出場す

3 分間会員スピーチ

ることができ、関東大会で 2 つ勝てば甲子園に出場

外部卓話「米山記念奨学金制度について」

に選ばれる可能性が高くなります。昨日、県大会の抽
選会が上尾で行われました。シード校 4 校は各校監
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督の推薦という事で、花咲徳栄、浦和学院、春日部

場看板設置の不具合を修繕して頂きました。関会員、

共栄、聖望学園の 4 校が選ばれました。肝心の叡明

いつもありがとうございます! 感謝申し上げます。

高校はと言うと、初戦が 23 日（日）越谷市民球場にて

・第 63 回越谷市民体育祭中央大会のご案内が届い

山村学園と対戦いたします。山村学園に勝てれば、

ております。しらこばと運動公園競技場にて、11/4 午

次は浦和学院と対戦することとなります。早かれ遅か

前 9 時より開会式が開催されます。

れ、花咲徳栄、浦和学院に勝たないと甲子園には行
けないので、早いうちに対戦できるのは逆にプラス材

(第 8G より)

料となります。どこのチームも新チームに移行したば

・越谷南 RC より、9-10 月度プログラム案内が届いて

かりですので、試合を重ねるごとに強くなっていきま

おります。

す。とは言っても山村学園に勝たないとどうにもなら
(地区より)

ない話ですけど・・・。
野球ついでではないですけど、昨日、獨協埼玉中

・稲垣会員と太田会員に財団寄付表彰のピンが届い

学校にて地区補助金事業の野球ボール 32 ダースを

ております。稲垣会員は、ポールハリスフェロー6 回

獨協埼玉中学校野球部監督の清水先生にお渡しし

目（累計 7236 ドル 61 セント）、太田会員は、ポール

てきました。その時の写真は近藤会報委員長の方で

ハリスフェロー5 回目（累計 6076 ドル 47 セント）とな

クラブのフェイスブックに UP していると思いますので

っております。

ご覧頂ければと思います。また、東武よみうり新聞に

・RLI パートⅠの受講者である深野会員、江口会員、

ジュニア甲子園野球大会の記事がそろそろ掲載され

市川会員、酒井会員、山本会員、伊藤会員に、RLI

るとおもいますので、読売新聞をご購読の方はご覧

パートⅠ修了証が届いております。

頂ければと思います。

・公共イメージ部門・会員増強部門合同セミナー報告

本日の卓話は久しぶりに野球の話をさせて頂きま

書が届いております。

した。それでは、本日も宜しくお願い致します。

財団寄付表彰
幹事報告

稲垣 勝三 会員 ・ 太田 靖彦 会員
中澤 伸浩 幹事

おめでとうございます！

(クラブより)
・本日、例会前の大分早い時間より、関会員に例会
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て食事中に行われていましたが、これを毎月初めの
例会時の卓話の中で、雑誌委員会から『友』を紹介
することにしました。会員全員で『友』紹介に耳を傾け
て、注目記事、指定記事などしっかりと内容を読み込
むことで、ロータリーの基本理念や奉仕の精神につ
いて、より理解を深めることができました。
② 『友』読後会を毎月開催
毎月 1 回、八戸のおいしい料理とお酒を堪能しなが

深野 秀樹 会員 ・ 江口 公晴 会員

ら、『友』や、『友』以外のさまざまなことについて語り

市川 洋和 会員 ・ 酒井 新樹 会員

合う「『ロータリーの友』読後会」IDM (Informal

山本 正乃 会員 ・ 伊藤 純 会員

Discussion Meeting)を実施しました。この読後会で

おめでとうございます！

は、ベテラン会員から新会員までが一堂に会し、記事
について、また自分なりのロータリー観などについて

雑誌記事紹介

話し合いました。ベテラン会員からはロータリーの歴
史や変遷についての話、中堅会員・新人会員からは
それらに対する感想など、いろいろな意見、考えが飛
び交いました。また、話は『友』の話題から発展し、今
後の八戸 RC の未来を展望した意見交換や家族のこ
と、趣味の話と、話題がさまざまな方向に向けられ、
会員相互の親睦を深める絶好の場となっています。
③ 『友』紹介の工夫

ロータリー情報委員会 渡辺 裕介 会員

例会時、卓話での『友』紹介については、雑誌委員

2017-2018 年度、八戸ロータリークラブでは、クラブ
テーマとして「より集い、より語り合おう!」を掲げ、それ
を実行するための取り組みの一つとして『ロータリー
の友(以下『友』)』を活用した取り組みを行いました。
『友』には多くのロータリー情報が掲載されており、

会が毎月『友』を一枚ものの用紙にまとめて全員に配
布し、それを読んでもらいながら紹介を行いました。
近隣地域のクラブや友好クラブの動向だけでなく、
世界のロータリアンから国内のロータリアンまで、どこ
で何が行われているか、ということを全員で共有。ま

その情報をクラブ会員みんなで共有し、改めてロータ

た、雑誌委員会が抜粋した注目記事を取り上げること

リーの基本理念を考えようということです。

で全員での情報共有を図り、理解を深めることができ

この一年を通して、雑誌委員会を中心に『友』を活
用した以下の施策が実行されました。

ました。
以上の取り組みにより、これまで以上にみんなが集
まって多くのことを語り合い、そしてお互いのことを知

① 『友』を卓話で紹介

り、さまざまな職種の会員が「ロータリー」という共通の

これまでの毎月の『友』の紹介は、委員会報告とし
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委員会報告
会員増強維持委員会 橋本 哲寿 副委員長
毎度入会候補者カードのお願いをしております。よ
ろしくお願いします。また、来週 26 日の例会の日に
は、JC を卒業された方がオブザーバーとして参加さ
れますので、皆様是非このクラブに親しみを持ってい
ただけるように積極的にお話し掛けて頂けるとありが
たく思います。
社長のイメージはイコール会社のイメージになって

外部卓話

きます。

デザイナーパーソナルスタイリスト
谷村 より子 様

ビジネスシーンで相手に与える影響は、ご覧のよう

「ビジネススーツ着こなし講座」

にほとんどが視覚情報、見た目からの印象。次に聴

皆様はじめまして、こんにちは。パーソナルスタイリ

覚、声などの印象。最も少ないのが話の内容です。

ストの谷村と申します。
皆様、パーソナルスタイリストという言葉を初めてお
聞きになるという方がほとんどだと思います。通常のス
タイリストではメディアや雑誌のモデルさんとか芸能人
の方に向けてのスタイリングをする方を思い浮かべる
と思いますが、パーソナルスタイリストというのは、そう
言った特別な方々ではなく一般の方々のおしゃれを
どうやっていいかわからない、何を買っていいかわか
らない、何が似合うのかわからないという方々に向け
ての個別のファッションコンサルティングです。

好印象は信頼感につなげることができます。スーツ

今日はビジネススーツという事で、男性に特化した話

の三原則としましては、正しく着こなすという事、時代

の内容になりますが、女性会員の方は従業員や旦那

を捉える事、メッセージが明確という事があります。

様などにアドバイスができるようになれば良いと思い
ます。
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全部 NO であって頂きたいです。全部 YES だった
方は本日しっかりと聞いて頂ければと思います。

バリー・ラシン

A はサイズが大きく、肩幅が合っていないのでたる
みができます。ウエストの絞りが足りなく全体的にだら
しない印象になります。着丈も長くバランスも悪いの
で足も短く見えてしまいます。

常に客観的になる事が一番重要な事です。相手か
ら見てどう思われるかという視点を持ってください。ビ
ジネススーツはビジネスに置いて武器なので、相手か

B は正しい着こなしです。ジャストサイズなので、た

らどう思われるが大事になります。客観的に見るのが

るみもでません。着丈もお尻がギリギリ隠れるぐらいが

難しい場合は、周りの方に聞いてみてください。

ベストです。パンツには必ずセンタープレスがついて
いた方が格好良く見えます。座った時に、肌が見えな
いように気を付けてください。

どちらがあか抜けて見えますか。どちらもモデルは
同じ方です。A はサイズが大きく、スーツに着られて
いる状態です。

会社の代表としての品格を表現して頂きたく思いま
す。そのためには、質の良い物を選んでください。
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・谷村より子様、卓話よろしくお願いします。
吉澤 晴雄
・谷村より子様、本日卓話よろしくお願いします。
中澤 伸浩
・秋風が心地よい時節となりました。これからの季節、
朝夕冷え込んで参りますので、お身体にお気をつけく
ネクタイも質の良い物を選んでください。

ださい。
小林 操
・谷村様、卓話楽しみです。よろしくお願いします。
堀野 眞孝 小林 正一 宮﨑 敏博
会田 謙仁 新沼 徹
・暑さ寒さも彼岸まで! 明日から秋の彼岸です。お墓
参りに行きましょう。
大熊 正行
・毎度すいみません。月に一度の出席です。

色には意味があります。シーン毎に選びます。

一柳 昌利
・前回欠席
本間 孝 太田 靖彦
・本日欠席。誠に申し訳ございません。
松井 昭夫
・世界平和の為に。谷口先生卓話よろしくお願いしま
す。
大濱 裕広

まとめになります。

出席報告
会員数

49 名

出席免除者

14 名

出席者

35 名

欠席者

14 名

出席率

76.1%

今以上の理想の経営者になる事を祈っております。
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