
 

   

令和４年 １月 ７日（金）第 2062回例会 

11：00 國神神社で新年参拝 御祈祷 

11：30 開会点鐘 

君が代・ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「四つのテスト」 斉唱 

会長挨拶   柿木 満雄 会長 

祝  事  １月  会員誕生日  夫人誕生日 

米山奨学金授与 １月分 チャン・ザ・ウエイくん 

幹事報告  上屋敷 貴紀 幹事 

委員会報告 

① 例会出席報告 

② ニコニコ箱 ﾛｰﾀﾘｰ財団 本日の寄付報告 

12：00 閉会点鍾 

お弁当をお持ち帰りください。 

例会終了後１月度理事会を開催します。 

本日の例会 

令和４年 １月１０日（月）祝日の為 休会 

令和４年 １月１７日（月）第 2063回例会 

＜19：00 開会点鐘 丸岡城のまちコミセン＞ 

外部卓話 「市会議員を振り返って」 

前坂井市市議会議員 南川 直人 氏 

令和４年 １月２４日（月）第 2064回例会 

＜12：30 開会点鐘 小松屋 お食事あり＞ 

感染状況によって、変更あり 

企業ＰＲ例会 ⑤ 

ＰＲ者：林田恒正会員 東角会員 前川正智会員 

令和４年 １月３１日（月）第 2065回例会 

＜18：00 開会点鐘 小松屋＞ 

クラブアッセンブリー 

「後期活動に向けて」 

各担当理事より 

新年会 

今後の予定 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫   

①地区職業奉仕講演会 案内 

 2/20 京都府立京都学・歴彩館大ホール 

    ＺＯＯＭとのハイブリッド開催 

②4/3 地区大会時新会員セミナー 

 坂本克也パストガバナーによる講話 

 

令和４年１月７日発行 

～創造を もっと素直に。もっと楽しむ。～ 

ＭＡＲＵＯＫＡ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ 

丸岡ロータリークラブ会報 

 

県下ロータリークラブ全て、ビジター受付はありません。 

ビジター受付のみ実施日    詳しくは https://rid2650-pub.com/ 

 



 

 

 

  

早いもので今年の例会も今日が最後となります。丸岡ロータリークラブの会長をさせていただき

まして、半年が過ぎようとしてます。2、3 日前より雪も降り出しました。健康に留意し、楽しいお

正月を過ごしてください。新年は 1 月 7 日に國神神社の新年参拝からです。みなさんぜひ参加して

ください。 

柿木 満雄 会長挨拶                        １２月２０日（月） 

◆プロに着こなしを学ぼう～「脱おじさん」～スーツ以外のファッションセンスを磨こう！◆ 

三寺プログラム委員長より 

本日は、「スーツ以外の私服着用で、オシャレして参加ください」というお願いに快く応じてくだ

さり、ありがとうございました。講師の方お二人に審査員になっていただきます。お一人ずつ舞台

に上がり、今日のコーディネートのポイントを一言お話ください。 

前川 小百合 様 ＢＩＥＮ ＭＯＲＥ（セレクトショップ）チーフマネージャー（福井 RC） 

皆さんとてもきちんとされいて清潔感もあります。思っていたよりも、問題なく好感の持てる

ファッションで安心しました。少し、頑張りすぎると昭和風になり、最近は、女性の方だと、娘

と一緒な格好をしたがる女お母さんも多いのですが、やはり娘さんと中身が違うので、若い人と

同じ格好をしても痛々しくなってしまいます。素材感やシルエット、サイズ感などが大事だと思

います。また、ファッションも感性を持たなくていいので、少し上質なものを一点取り入れると

よいと思います。  

野路 純平 様 野路洋服店（オーダースーツ専門店） 店主 （福井 RC） 

 東京でユナイテッドアローズのメンズドレス販売員を約 9 年経験しました。 

◆スーツの「脱おじさん」になるポイント 

①清潔感  洗濯して清潔、タバコの臭いがない、汗の匂いがないなどそういう意味での清潔感

は、勿論ですが、サイズが合っていることも清潔感の一つに入ります。試着したときに、ジャ

ケットの袖、着丈、パンツの裾丈の長さが重要です。ジャケットの袖の長さは、手首ぴったり。

（林田千之さんは、きれいな丈でした）着丈は、お尻がほぼ隠れること。 パンツの裾丈 長

すぎず、短すぎず。   ②色は、濃紺 「男は黙ってネイビー」 

③ネクタイ コーディネートで色や柄は、変な人はあまり見たことがない。結び目は、小さめに

キュとすると上品な雰囲気。バブル時代は大き目だったが、最近は、小さく。目安は４ｃｍ。 

 

 

ファッションチェック              １２月２０日（月） 

普段着です。 

カッコいいで

しょう！ 

前田工繊のマス

クです。 

普段着ですが、 

山下年度の誕生

日祝いのポケッ

トチーフはいつ

も入れてます。 

家内とエルパで購

入した上着は暖か

いです。 

パンツは自分でユ

ニクロで買ってき

ました。 

毎日生活するのが

精一杯です。 

ファッションまで

気が回りません

(^_^；)素朴な格好

です。 

 

RUCK の試合の

ある時はこのよ

うな格好です。 

すべて自分で選

んでます。 

だるまや西武の 

スコッチハウスで

新調しました。 



  
 

家内と娘の 

着せ替え人形

です。 

イタリア製です。

イタリア人は 

ピチピチの上着を

好むらしいです。 

先週、新宿伊勢丹 

UNITED ARROWS に

行ってきました。センスを

磨こうと思います。 

１０年選手 ２人組！ 日本シリーズで優勝した

ヤクルトのマスクです。 

還暦を迎えるので「赤」

を着てきました！ 

娘と二人で出かけた時

の格好です。 

身体が大きいのでオー

ダーが多いです。 

ショッピングの格好

です。靴は５万円で

す。パーカーは内緒

です(*_*) 

テーマは「ビックボス」★ 

久しぶりに履いたズボンのポケット

から２万円でてきました。 

ラッキー(^_-)-☆ 

丸岡のマイケルジャクソ

ンです！ 

スーパースターになりた

い(^^)v と思っています。 
仕事着です 

カジュアルにオシャレしてきました。 

仕事着ですが、今

回ワークマンで

新調しました！ 

上着は好きなブ

ランドです。 

雪が降ってきたの

でスパイク付きの

靴です！ 

 

流行りのスタッズ付き 

「勘違いで賞」を 

狙ってます！ 

冬のゆったり

コーデです。 

普段着です。 

積雪しているの

でレインブーツ

履きました。 

例会の主旨を理

解していなくス

ーツで出席して

しまいました。 

野路さんに教え

てもらった着こ

なしです。 



 

 

 

 

丸岡ロータリークラブ 
会員数：３２名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター  例会日：毎週月曜日 19時 00分  

事務局：〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所 22-24-3 東角建設(株) ２F  

    （月）14時から 18 時（火～金）13時～17時  

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com 

公共イメージ委員会 理事－東角 操 会報委員会 委員長－川上純幸 副委員長－東角 操 

委 員－竹吉 睦 前川正智 

委員会報告                   １２月２０日（月） 

三寺  皆様、本日はお洒落してきて下さり、ありがとうございました。 

松井  前川様、野路様、ファッションチェックよろしくお願いします。   

前川徹 今年一年お世話になりました。ありがとうございました。 

道木  みなさん、ご苦労様です。 

川上  ファッションチェックめちゃくちゃ楽しみです。前川様、野路

様本日はよろしくお願い致します。 

竹澤  皆様よいお年を！ 

岩田  本日もたくさんのご寄付ありがとうございます。 

八百山 講師の方へ、もう一度花は咲きますかね。楽しみにしています。

宜しくお願いします。 

戸﨑  よろしくお願いします。 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 12 月 20 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 32,000 円 460,000 円 932,500 円 

ロータリー財団 17,000 円 322,100 円 

米山記念奨学会 16,000 円 299,000 円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  ２０名 

柿木会長  今年、最後の例会です。１年ありがとうござ

いました。 

上屋敷幹事 皆様本日もよろしくお願い致します。 

林田千之  皆さん、良いお年をお迎えください。 

小見山   本年も残り少々。皆様と共に元気で明るく新

年を迎えることが出来ます様、また今例会前

川様野路様卓話楽しみです。御苦労様です。 

下田    けっこうめかしこんできたつもりです。 

金     この姿で SAA を務める私の心中をお察しく

ださい。 

林田恒正  福井北ロータリーの 60 周年記念式典に招待

されましたので、周年行事の勉強をしてきま

す。 

東角    本日も宜しくお願いします。 

水﨑    皆さんのファッションに驚いています。ダサ

い男より。 

杉本    前期、最後の例会です。柿木会長、上屋敷幹

事ご苦労様でした。後期も応援します。 

 

◆出席報告◆  出席委員会  

例会日 会員数 出 席 
届有
欠 

届無欠 
出席免除者 

欠席 例会出席率 

12/20 ３２  ２５  ４  ０  ３  86.21% 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １４名 

林田千之 下田 金 林田恒正 東角 水﨑 柿木 松井 

道木   上屋敷  川上   竹澤 岩田 戸﨑 

◆米山奨学会◆     寄付者  １３名 
林田千之 下田 金 林田恒正 水﨑 柿木 松井 

道木   上屋敷  川上   竹澤 岩田 戸﨑 

頑張ったで賞  林田千之会員 

理由：袖丈がすっきりしていた。ジャケットを着て襟元の

スカーフが素敵だった。 

勘違いで賞   三寺康信会員 

理由：マイケルジャクソンになりきっていましたが、主旨

が違う。日本人で白のジャケットを着るというのは

難しいですが、頑張ってくれた。 

バブリー賞   川上純幸会員 

 理由：エンポリオアルマーニのデニム、ＣＯＡＣＨのシュ

ーズ、パーカーは、エンポリオアルマーニで、ブラ

ンドで固めている。 

ベストドレッサー賞  金定基会員  みなさん思った以上にお洒落で悩みました。甲乙つけ難かったです。 

理由：清潔感、黄色が映えていた。黄色のニットを着こなすのは難しいが、とてもさらっと着こなしていた。デニムも

裾をロールアップしていてスニーカーとのバランスがよかった。ジャケットとの全体の色感がまとまっていた。

本当に素敵です。 

竹内伸一青少年奉仕委員長 
２年ぶりに、今年度はＲＹＬＡ（ロータリー青少年指導者養成プログラム）

が 2022年 5月 20日から 22日の三日間（会場：花園会館京都市右京区）で
開催されます。 
５年前に弊社の社員が参加させていただきました。今では、その社員は若

いですが、取締役にもなり、工事部のトップになるような急成長を遂げまし
た。とても有意義なプログラムだと思います。ぜひ、皆さんの会社で２０代
～３０代の方がいらっしゃれば、受講の推薦をしてください。 

 
 

ＲＬＩパートⅡ 
 修了証授与 

 
八百山正栄会員 


