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No.10

会員出席

91
（84）
名中63名 出席率75.0％
前々回修正出席率89.01％
◆ロータリーソング
「四つのテスト」
◆会長挨拶（会長 山田 慎也君）
今日は本当に素敵な題材で、私
も大変楽しみにしております。卓話
の講師で来ていただきました中村
美香子様、
アシスタントの甲村様、
本当に有難うございます。
この場
を借りて御礼申し上げます。
先週22日の祝日に、児童養護施設の子ども達との
ふれあいプロジェクトを旭高原元気村で行いました。4
年目を迎えまして、総勢140名の大人数となり、雷が鳴
って大雨が降りましたけれど、皆さんのご協力の下、大
成功に終わりました。今年はご夫人方のお力をお借り
するということで、数十名おみえいただき、子ども達に
は我々男より夫人の愛が必要だなとつくづく感じまし
た。大野エレクトが、児童養護施設の皆さんを前に来
年もやると言っておられましたので期待しております。
弊クラブは30周年も間近になってきましたが、私は
本当に都会的で知的なクラブだと思っていますし、社
会常識が身に付いた方、
ユーモアを介する方、博識な
方が多いと思っています。
そして皆さん大変お洒落で
す。
お洒落は、気持ちを高揚させ、相手に好印象を与
えます。
この地域でも日本でもエキスパートの中村様に
卓話をいただくことを本当に楽しみにしておりますの
で、
どうぞ宜しくお願い致します。
最後に、
岡崎委員長を始め社会奉仕委員会の皆様
と御婦人の皆様に厚く御礼申し上げます。
◆幹事報告（幹事 笠原 猛君）
①本日皆様にご案内をお入れしております。10月例会
案内、
ポリオ活動ご案内、
ロータリー財団リーフレッ
ト、
米山記念奨学事業豆辞典です。
②10月22・23日開催のワールドフードフェスタの協賛
チケットをご購入頂いた方には各出席袋にチケット

ですけれども、余りにもダンディで素敵な男性ばかりお
集まりですね。皆さんロータリーさんですから、
やっぱ
りお洋服はテーラーで作られていて、既成服の方は少
ないでしょうか。
サイズ感に関しては、
きちんとテーラー
で採寸していただいていれば問題ないです。既製服は
ご自分にサイズが合いませんし、
ブランドによって大小
があります。
サイズ感とともに丈感が非常に大切で、
ち
ょっとでも違うとバランスが悪くなるんです。
ファッショ
ンはバランスなんですね。
カラーの分量感とバランス
感と言っても過言ではないです。
では
「ダンディな小物使い」
です。今日、
マフラーとス
トールとポケットチーフを持って参りましたので、
ここで
何人かにコーディネートさせていただけたらと思いま
す。
まず、加藤副会長が最初のお客様でございます。
ダ
ンディですよね。着方もサイズ感も合ってらっしゃいま
す。
ちょっとお教えしますと、
日本の方は少ないですが、
シャツが1センチくらい出てないといけないんですね。
今日は、
グレーのスーツに合わせてマフラーをブルー
にしてみたいと思います。
スーツは基本色が決まってい
ますので、小物使いで遊んでいただくといいです。
よく皆さんがやるマフラーの巻き方でなく、
ミラノ巻
きってご存知でしょうか？ 岡崎さん、
さすがでござい
ます。
ミラノ巻きは男女共使えますので、今日覚えて、奥
様にして差し上げてもいいですね。
マフラーやストール
は、左右に動いて結構邪魔になりますが、
これは動か
ないんです。
尚且つ、真ん中に来るので、着痩せ効果が
あるんですよ。

◆ニコボックス

中村様、
本日の卓話、
宜しくお願いします。
山田 慎也君
笠原
猛君
パーソナルスタイリスト中村美香子様、本日のビフォ
ア・アフターでは宜しくお願いします。 青木
宏君
(^^♪ クラシック音楽鑑賞同好会からのご案内です。
『♪♪♪室内楽は最高！ 名古屋ウィーン・クラブ第10回例会』
日時:平成28年11月13日(日）16:00〜17:30（開場15:30）
場所:ドルチェ・アートホールNAGOYA
懇親夕食会:名古屋観光ホテル1Fエスコフィエ
会費:13,000円
（含:懇親夕食会費）
次回例会から参加者を募りますので宜しくお願いします。
松浦 和典君
岡崎さん！先日のふれあいプロジェクトお見事でした！！
雨の中お疲れ様でした。
長瀬
諭君
9月22日のふれあいプロジェクト、社会奉仕委員会の皆様
そして参加された会員ならびに奥様方、お疲れ様でした。
岡田 直人君
立松
賢君
稲田 一之君
先日は社会奉仕委員会に参加頂きましてありがとう
ございました。
中川 洋二君
本日はウエルカムデスクの当番でした。 原
常之君
米田さん、
お世話になりました。
小川
隆君
元気です。
山村 朱伸君
甲村 達也君
小出 政巳君
岩井 文男君
谷川
貢君
井上
司君
吉田 弘幸君
大嶋 秀紀君
横江 徳広君
丹羽
健君
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と請求書をお入れしております。枚数等お間違えが
ないかご確認下さい。
③11月5・6日開催の地区大会ご出席者の方に登録
料のご請求書をお入れしております。10月21日まで
にお振込みをお願い致します。
◆卓話
紹介者・山田会長：中村さんとはかれこれ長いお付き
合いで、洋服のアドバイスも色々頂いております。彼女
は大変素晴らしい先生であり、大変優秀なお子さん方
のお母様でいらっしゃいます。今日は山田義典さんと
青木宏さんが服や美容院に大枚を使って、
ビフォア・
アフターを見せてくれますので、楽しんでいただきたい
と思います。
「ダンディなサイズ感＆小物使い」
Personal Stylist 名古屋文化短期大学講師
中村 美香子様
まず、私がどんな仕事をしてい
るのか、少しDVDを観ていただき
たいと思います。〜映像〜 いか
がでしたでしょうか。パーソナルス
タイリストの美香子と申します。本
日は宜しくお願い致します。
私は普通のスタイリストとは違う仕事をしておりま
す。
スタイリストはモデルさんの洋服をブティックで借り
てきて、
いわゆる媒体向けの仕事をしますが、私はパ
ーソナル、個人に付くスタイリストです。先程観ていた
だいたDVD。
ビフォアがイケてない訳じゃないですが、
随分変わりましたでしょう？ その方のライフスタイル
やTPOを考えてカウンセリングし、
ご提案させていただ
くのが私の仕事です。
テレビのビフォア・アフターのよう
にまるで別人にしてしまうのではなく、私は、
そのお客
様に合った、
自分らしいスタイルを見つけていただくお
手伝いをさせていただいております。
今回はテーマが「ダンディなサイズ感＆小物使い」

■第1149回（10月11日）例会のお知らせ

行事 :4RC合同例会
（名古屋・中・大須・栄）
12:30〜 於）名古屋観光ホテル
10月10日 : 休会
（祝日のため）

ブルーのマフラーをした場合、
チーフにブルーの柄
物をもってくると楽しいですね。加藤さんに巻いたマフ
ラーは柄が付いていますので、無地のポケットチーフを
使います。最近皆さんよく
「TVホールド」
というスクエア
の挿し方をされますね。
ポケットチーフは、
シルクとリネ
ンとコットンの3つを持っていれば、
フォーマルやカジュ
アルに使えます。
マフラーやストールと色を合わせれ
ば、
こなれ感が出てダンディですね。
ダンディな加藤さ
んが尚ダンディになられましたね。
では、次にピンクのシャツの牧さん、拍手でお迎え
下さい。冬はコートを着ないということですが、
マフラ
ーもされませんか？ ファッションって、
カモフラージ
ュすることができますし、
パーソナルスタイリストはその
方のお悩みに応えるためのご提案ができます。
では、
マ
フラーを
「ネクタイ結び」
で巻いてみます。牧さん、
どう
ですか。
そう、
スタイルが良くなりましたね。真ん中に長
いものを挿すだけで、縦長効果が出るんです。私もそう
ですが、年齢と共に顔がくすんで、白髪にもなります
が、逆に色んな色が似合うようになりますから、
ちょっ
と明るい色を挿すのが大切です。牧さんはエンジのポ
ケットチーフをTVホールドにしましょう。小物使いで遊
んで、
こなれ感が出ました。
今日はメインイベントがあります。私がコーディネー
トしまして、
ビフォア・アフターで変わっていただきまし
た。
まず青木さんに登場していただきます。
こちらがビ
フォアの写真です。
どうですか。元々カッコいい青木さ
ん、VANのようなトラッドなお洋服がお好きなんです
ね。一緒にショッピングしてお似合いの色やスタイルを
お選びしました。
これはチェスターコートと言って、
ちょ
っと小柄な方に向きま
す。ダブルもあります
が、
シングルが使いや
すいです。スーツはい
つも皆さん着ていらっ
しゃるので、
こういうプ
ライベートな着こなし
を楽しんでいただきた
いですね。
（青木君）
「 永遠のライバル、長谷川直人君に追い付
け、
追い越せということで、
どうですかね？」
モテファッションでございますよ。
では山田さんにご登場いただきます。今回は眼鏡も
変えさせていただき、
インナーは上も下もブラックに統
一させることによって着痩せ効果が生まれました。柄
は細かな千鳥で、
モダンな感じになりました。
お仕事が
弁護士さんということで、派手じゃないけれども
「地味
派手」
に。
美容院にも行っていただいたんですよ。
（山田君）
「物凄く変わって、
ちょっと自分でもびっくりし
ております。
でも楽しかったですね。」
どうですか、皆さん。
お洒落って、
もちろん中身が大
切ですが、女性にモテたいとか、
そういうツールにして、
楽しんでいただけたらなと思います。パーソナルスタイ
リストの美香子でございました。
有難うございました。
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ポケットチーフは、
シルクとリネ
ンとコットンの3つを持っていれば、
フォーマルやカジュ
アルに使えます。
マフラーやストールと色を合わせれ
ば、
こなれ感が出てダンディですね。
ダンディな加藤さ
んが尚ダンディになられましたね。
では、次にピンクのシャツの牧さん、拍手でお迎え
下さい。冬はコートを着ないということですが、
マフラ
ーもされませんか？ ファッションって、
カモフラージ
ュすることができますし、
パーソナルスタイリストはその
方のお悩みに応えるためのご提案ができます。
では、
マ
フラーを
「ネクタイ結び」
で巻いてみます。牧さん、
どう
ですか。
そう、
スタイルが良くなりましたね。真ん中に長
いものを挿すだけで、縦長効果が出るんです。私もそう
ですが、年齢と共に顔がくすんで、白髪にもなります
が、逆に色んな色が似合うようになりますから、
ちょっ
と明るい色を挿すのが大切です。牧さんはエンジのポ
ケットチーフをTVホールドにしましょう。小物使いで遊
んで、
こなれ感が出ました。
今日はメインイベントがあります。私がコーディネー
トしまして、
ビフォア・アフターで変わっていただきまし
た。
まず青木さんに登場していただきます。
こちらがビ
フォアの写真です。
どうですか。元々カッコいい青木さ
ん、VANのようなトラッドなお洋服がお好きなんです
ね。一緒にショッピングしてお似合いの色やスタイルを
お選びしました。
これはチェスターコートと言って、
ちょ
っと小柄な方に向きま
す。ダブルもあります
が、
シングルが使いや
すいです。スーツはい
つも皆さん着ていらっ
しゃるので、
こういうプ
ライベートな着こなし
を楽しんでいただきた
いですね。
（青木君）
「 永遠のライバル、長谷川直人君に追い付
け、
追い越せということで、
どうですかね？」
モテファッションでございますよ。
では山田さんにご登場いただきます。今回は眼鏡も
変えさせていただき、
インナーは上も下もブラックに統
一させることによって着痩せ効果が生まれました。柄
は細かな千鳥で、
モダンな感じになりました。
お仕事が
弁護士さんということで、派手じゃないけれども
「地味
派手」
に。
美容院にも行っていただいたんですよ。
（山田君）
「物凄く変わって、
ちょっと自分でもびっくりし
ております。
でも楽しかったですね。」
どうですか、皆さん。
お洒落って、
もちろん中身が大
切ですが、女性にモテたいとか、
そういうツールにして、
楽しんでいただけたらなと思います。パーソナルスタイ
リストの美香子でございました。
有難うございました。

