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国際ロータリー会長 HOLGER KNAACK             Rotary Opens Opportunities 

      ホルガー クナーク       テーマ  ロータリーは機会の扉を開く 

  ＊例会日  木曜日  １２：３０                 ＊事務所 １０２－００８３ 東京都千代田区麹町３－５ 

  ＊例会場  ホテル  ニュ－ オータニ                                     得水ビル 2階 202号 

  ＊創  立  １９９２年９月１７日（平成４年）       電  話  東京０３（３２６５）８５９７番 

  ＊会  長 大竹章裕   幹事 坂田生子            ＦＡＸ  東京０３（３２６２）５２７９番 

  ＊会報雑誌委員会 委員長/森田建二 副委員長/佐藤香織･吉岡幸志 委員/今井千晶､熊川貴昭､馬渕知子､山口妙子 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

１２月３日 第２０回例会（通算１２８４回）  会場：麗の間 

１．出席者 会員   ５４名 

      ビジター  ２名    計５６名 

  司会        久保田優子会員 

２．開会の辞・点鐘   坂田生子幹事 

３．四つのテスト    垣見裕司職業奉仕委員 

  私の職業奉仕感は先月の卓話の通りですが、 

一つ嬉しい感想を 頂きました。ご本人の了解も取れたのでご紹介します。 

既に充分魅力のある熊川先生は、今まで自分が魅力ある人になることが目 

標だったそうですが、私の話しを聞いてからは、魅力ある人を育てること 

がやりがいだと気づいたとまこと。それが例えば熊川歯科の医療スタッフ 

を育てるというお話しなら、本当に立派な職業奉仕だと思いますので、 

卓話をした私自身も嬉しいです。 

 そして先日の卓話で一つ話し忘れたことがありましたのでご紹介させて下さい。 

ロータリーの効果は、即効薬ではなく漢方薬のようにじわっと聞いてくるという話です。 

大昔、節電フレーカーを売る会社の専務が入会してきました。入会間もないころ当社のＳＳも無料で見積

もりだけでもさせてくれというのでＯＫしたのですが、24 時間営業はやってないので、大した効果は出な

いのでお断りしたら、すごまれてしまいました。でもその会員は確か半年くらいでやめて行きましたがこ

れは残念な例ですね。 

一方、新人会員のイニシェーションスピーチがすばらしいと結構印象に残るものです。その後ちょっとず

つ親しくなった結果ですが、いつのまにか、垣見油化の社会保険労務士は松島先生。司法書士は前原先生。

顧問弁護士は橋本先生。また実の姉の顧問弁護士は佐藤香織先生。私のサードオピニオンは馬淵先生。当

社の和食迎賓館は、宗田さんの丸の内やんもの奥座敷。そして大竹会長は弊社環七馬込ＳＳの大のお得意

様です。正にこれがロータリーでしょう。 

４．ビジター紹介    衛藤重豪会員 

５．会長挨拶      代読 坂田生子幹事 

  師走に入りました、皆様それぞれせわしくなさっている中出席をありがとうございます。世の中はコロナ

第３波襲来かと騒がしく、クリスマス家族会が開かれるかどうか心配される向きもございますので、今日

ははっきりと会長方針を皆様へお伝えします。 

今年のクリスマス家族会は開催します。ただし、緊急事態宣言が出された際は取りやめます。 

                                                                   

１２/１０ 第２１回例会     麗の間     １２/１７ 第２２回例会予告   鳳凰の間 

            「マジックは愛を生む世界の言葉」               「クリスマス家族会」 

               マジシャン 菅原英基様 

                 

四つのテスト 垣見裕司会員 



 

また開催に当たっては感染防止への安全対策を万全に行います。皆様もお手数ではありますが、夏に配布

しました当クラブのコロナ対策ガイドラインをご一読ください。会場管理のＳＡＡ、企画実行の親睦委員

の皆様には様々にお手数をかけますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

さて本日の卓話は「和装の魅力～冬編」です。私たち日本人はしあわせです、なぜならアメリカンカジュ

アル一色の世界中で選べる自由があるからです。先進諸国で伝統服を日常的に残している国を思いつくで

しょうか？ 

人間の服は大きく分けて３種類あります。貫頭衣（ムームーやポンチョ）、緊縛衣（洋服や作務衣など）

そして着物の寛衣、広やかなころもという意味です。かつて勝海舟は洋装で攻めてきた長州兵を「奴らは

紙くず拾いみたいな格好で来た。勝てっこないよ」といいました。要するに洋服は戦闘服であり、作業着

なのです。着物は立ち居振る舞いも変わります。つらいときにわざと笑ってみ

るように、行動が人間の気持ちや思考に変化を与えるということは皆知ってい

ます。洋服と着物両方を着ることで、自らの思考や心理に幅が出ます。なぜこ

んな邪魔な袂を残しているのでしょう。春先着物でいると爽やかな風がふわり

と入ってきて、袂でくるくる回ります。冬は袂や裾、懐に空気が溜まって暖か

い。着ていてしあわせになれる服、それが着物です。ぜひ今日の着物フォーラ

ムで着ている皆さんの表情を眺めてください。一緒にしあわせになりましょう。

以上で会長挨拶を終わります。 

・米山奨学生奨学金授与    カク・サイインさん 

６． 幹事報告               坂田生子幹事 

  ①週報、ガバナー月信、配布致します。 

   ②12月のロータリーレートは 105円です。 

③ロータリー日本事務局は、１２月は在宅勤務、ロータリーの友事務所は在宅勤務と時差出勤の併用とな

りますとのご案内がありました。 

④先日お見えになりました東京練馬中央ＲＣ尾島会長よりお礼状を頂きました。 

⑤本日例会終了後、第６回定例理事会を開催致します。役員・理事の方はご出席願います。 

７．委員会報告    

①親睦委員会             浅見  亨委員長 

 クリスマス家族会についてご報告致します。先程の大竹会長のご挨拶にも有りました様に非常に難しい 

タイミングでは有りますが、今現在は開催の方向で進めております。しかし、コロナ感染者数が増加傾 

向にございますので、例年通りの開催規模では無く、規模を縮小し、且つご参加出来ない方にも配慮し 

た開催を検討しております。その方向性は本日の理事会にて諮らせて頂きます。尚、運営に関しまして 

はニューオータニ様とも協力体制を取りまして、コロナ感染対策ガイドラインに沿ってより安全に開催 

して参ります。皆様のご協力をどうぞ宜しくお願い致します。 

８．ニコニコボックス発表         茨田浩之会員 

９．クラブ年次総会       議長 坂田生子幹事（代行） 

  本日、大竹会長が急遽、ご不幸が有ったため早退され、三村副会長がご欠席の為、私が代理を務めさせて

頂きます。宜しくお願い致します。 

  第１号議案  次年度役員承認の件 

  先週(11/26)告示致しました次年度役員(案)どなたからもご異議がございませんでしたので承認と致します。 

 

   

 会  長 三村智恵子 理 事 新村敏明 

会長ｴﾚｸﾄ 谷井 玲 理 事 宗田裕司 

幹  事 茨田浩之 理 事 黒田善孝 

副 幹 事 前原浩之 理 事 森田建二 

Ｓ Ａ Ａ 橋本吉弘 理 事 堀内雅史（社会奉仕委員長） 

会  計 池尾彰彦 理 事 原田尚彦（国際奉仕委員長） 

直前会長 大竹章裕 理 事 久保田優子（ＳＡＡ委員長） 



 

第２号議案  半期会計報告    

  井上行央会計より上半期（7～11月）の会計報告 

10．卓話 「和装の魅力 冬編」          中瀬賀暁会員 

和装でも男の着物の楽しみ方は正に裏勝りの世界が一番楽しめま 

す。裏勝りとは、江戸時代何度も奢侈禁止令が発布され贅沢は禁 

止ということで江戸の庶民は地味な姿を強要されました。そんな 

中、粋な旦那衆は表は地味にして裏地に贅を施したのです。表地 

には木綿の色合いの地味な着物を纏い、裏地に贅を尽くした絹の 

絞りや友禅など、こぞってその雅な裏地を競い合いました。 

今回はわたくしの私物ですが何点か、そんな羽織をお持ちしまし 

た。 

さりげない羽織を着て、いざお座敷に上がりその羽織を脱ぐとア

ッと驚く画が描かれていたらお座敷の方々の目は釘付けになりま

す。 

例えばこちらの羽織は表は辻が花の着物ですが脱いでみるとアンリ・マティスの赤い部屋の画がそのまま

京友禅で描かれています。もちろんこちらの友禅は特別注文で描いて頂いたもの。正にこの世の中に一点

しかない着物になります。 

この羽織の裏地には京都・上七軒の芸奴さんや舞妓さんを緻密な京友禅で描いた代物です。この裏地を染

め上げるまでに２か月間の時間を要しています。表地の着物よりも裏地の方が手間がかかっている、裏勝

りの名前の由縁です。 

次は奇才画で有名な蘇我蕭白の雲竜図屏風を再現した裏地になります。 

原本の屏風は今はボストン美術館所蔵になっています。 

男物の裏地の楽しみ方をお判りいただけましたでしょうか。 

このようにどんな柄であっても京都の熟練職人さんの手にかかれば見事に裏地に再現してくれますので 

ご自分の好きな画などを羽織の裏に背負うことができます。 

しかもお座敷に上がった時、羽織を脱ぐ瞬間がたまらなく楽しくなってきます。 

さて、わたくしの仕事で三年前にドラマの衣装協力を致しました。 

武井咲さん主演の黒革の手帖です。その全ての着物６０点ほどをお貸出ししました。夏物の着物から単衣、

そして袷の着物と。画像を一部ご紹介します。 

自分がオーダーした着物を綺麗な女優さんに着用していただいた喜びはこの上ない幸せでした。あっとい

う間の八話でしたが毎週が楽しくてたまりませんでした。 

次の年には高嶺の花で女優の石原さとみさんと芳根京子さんお二人のお着物を衣装協力いたしました。 

こちらも画像をご覧ください。 

男女ともに着物の楽しみ方を少ない時間ですが皆様にご紹介できてうれしい限りです。ありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11．閉会の辞   坂田生子寛治 

                                                  

１２/３ 田中 健一様（東京シティ日本橋ＲＣ）  関戸 理人様（今井千晶会員友人） 

                                                    



 

【にこにこボックス】             本日の合計 85,000円（35件） 累計 1,827,000円（623件）

井浪 喬之君：本人誕生日。12 月 7 日に 44 になり

ます。 

坂田 生子君：和服って良いですね!!中瀬さん自慢

の長羽衣楽しみにしています。 

熊川 貴昭君：和の着こなし術、とても楽しみにし

ております。シティ日本橋ロータリ

ークラブの田中社長がいらして下さ

いました。有難うございます。 

江藤 昭子君：今日は着物についてお話させて頂き

ます。そろそろ整理の年代になりま

した。若い方々、着物体験したい方

連絡下さいネ。いっぱい有るので。 

石川ヒロ子君：和装チームの皆様、本日はどうぞよ

ろしくお願い致します。中瀬さん、

楽しみにしております。 

宗田 裕司君：大竹さん、江藤さん、中瀬さん、本

日の卓話楽しみです。宜しくお願い

致します。 

金田 康男君：皆様に和服の良さを分かって頂けた

ら嬉しいです。 

宮下  真君：皆様、本日の和装の卓話、楽しみに

しております！ 

守重 知量君：久保田様、江藤様、楽しみにしてい

ます。 

今井 千晶君：お着物のお話楽しみです。 

深尾 一郎君：コロナの中、ＡＲＧＯ杯ゴルフコン

ペを開催し、12 名がプレー、9 名が

ＡＲＧＯでのディナーに参加しまし

た。 

手島 京子君：来週の火曜日の 8 日より熊川貴昭さ

んが社交ダンスのレッスンを始めら

れます。皆様も是非ご一緒に踊りま

しょう。楽しいですよ!! 

井上 行央君：本日は半期の会計報告をさせて頂き

ます。宜しくお願い致します。 

 

新村 敏明君：医者に言わせるとコロナは 1 日 500

×3＝1500 名は居るとの事。嫌です

ね!! 

中村 俊輔君：ベトナムからの入国が再開しました。

気合を入れて働きます。 

目代 純平君：先週、先々週と東京リバーサイドＲ

Ｃ、東京ベイＲＣで卓話をさせて頂

きました。 

宮地 勝美君：師走に入り寒くなりましたね。コロ

ナに気を付けましょう。 

奥寺 邦俊君：今年の 12 月は例年とは違う休肝日

になりそうです。 

林  裕人君：コロナだけでなく、風邪にも気を付

けます。 

佐藤 香織君：クラブ総会宜しくお願い致します。 

佐伯美穂英君：本日の卓話楽しみにしています。 

中瀬 賀暁君：本日宜しくお願いします。 

橋本 吉弘君：その他。 

浅見  亨君：寸志。 

茨田 浩之君：寸志。 

衛藤 重豪君：寸志。 

林 ひろみ君：寸志。 

日高 正人君：寸志。 

平島 有希君：寸志。 

石川 隼一君：寸志。 

久保田優子君：寸志。 

黒田 善孝君：寸志。 

西脇  修君：寸志。 

齋藤  学君：寸志。 

渡邉 藍子君：寸志。 

【米山財団寄付】 

中村ひろみ君：大竹会長、中瀬さん、江藤さん、優

子ちゃん、金田さん、お着物がとて

もステキです！ 

堀内 雅史君：寸志。 

小島 清治君：寸志。 

松島  寛君：寸志。 

岡垣 栄治君：寸志。  

 

 


