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がポーズを取った写真ですが、手の表情がポイントの一つになってい
ます。手のポーズは中指と薬指を指一本分高くして強調する「キツネの
手」が美しいポーズの構成要素になります。顔の近くに手を持って行き

「キツネの手」を使うと、お顔がとても小さく見える効果もあります。
・手首を落とす
　　手のひら部分より手首を低くすることで、軽やかな印象となります。
・手を組む
　　両手を組んでお腹おへそのあたり、和服の帯の下線に合わせるとよ

い印象となります。その際、肘は張らず自然に緩めて下さい。
洋装の時は少し肘を広げてウエストに空間を作ると美しく見えます。

・足の向き
　　カメラに向けて前の足先をまっすぐ出し、後ろの足先は45度に向け

て下さい。この場合まず両足先を45度斜めに向けてから、正面カメラ
側の足先を少し引いて向きを調整して下さい。

　　草履の場合も同じです。正面カメラ側の足を少し後ろに引いて向き
を調整して下さい。

・お袖の「振り」
　　お写真ではお袖の振り（前側部分）は後ろにたたみ込んで見えない

ようにして下さい。「人の振り見て我が振り直せ」というのはこのこと
からきたと言われております。

・「袂（たもと）」
　　お着物では袂を普通に上げてしまうと脇の下まで見えてしまいます

ので、振りと同じく袂もきれいにたたんで見えないようにするために、
三角に真下に垂らして片方の手で押さえるようにして下さい。

・表情
　　無表情は怒っている?　口角を少し上げて歯を見せないようにして表

情を作って下さい。「ハーキュ」として若々しいモナリザの微笑を作っ
てみて下さい。もう少し強調する場合はきれいの「イー」を作るのも
よろしいです。

（歩き方）
・�足の運びは一本のラインの上に左右の足先を重ねて歩を進めることで

美しく見えます。
（所作）
・�乾杯で杯を上げるときは袖口を片方の手をキツネの手にして押さえて

下さい。
・�お扇子は、お雛様の手（指をそろえる）で持ち、胸元で使って、衿に

風を当てて背中へ風を通すようにして下さい。
（モデル松嶋綾様登場）ピアニスト・フラワーアレンジ講師

お着物は?：白山紬の訪問着です。
着付け時間は?：うまくいけば10分ちょっとです。
車の運転は?：袖はハンドルなどに当たらないので問題なくできるので
すが、右足はスニーカーを履きます。

着物でよかったことは?：いろいろな場所で大切にして下さり、レスト
ランではいい席にご案内いただけるし、外人さんには写真を頼まれ、
京都では着物を着ていくと拝観料やレストランが無料となるパック
もあります。� （要約文責　宮下）

会長報告（秋葉良子会長）
今日は会員の出席が少し寂しいのですが、お客様とゲストの人数が多くと

てもうれしく思います。大いに盛り上げて今日の例会を行いたいと思います。

入会式　伊藤知佳子新会員
（白水真子会員ご紹介）

伊藤さんは創業97年の4代目社長として切り盛
りし、子育ても果たし、女性問題にも興味がある
とのことで当クラブに参加下さいました。

（ご本人様御挨拶）
伊藤高圧瓦斯容器製造所の伊藤でございます。今白水様からご紹介のと

おり、紆余曲折あって子供も小6になり時間がとれるかと思い入会をお願い
致しました。まだ右も左もわかりませんが、どうぞよろしくお願い致します。

幹事報告（富田洋平幹事）
・本日の配布物は週報のみです。
・�来週6月4日（月）は今年度最後の理事会がありますので、理事の皆様

はよろしくお願い致します。
・�「意見箱」：�先週のクラブ協議会で、会員の意見を受け付ける「意見箱」を

設置したらどうかというものがあり、早速本日から各テーブルに
設置しました。会員は記名の上で自由にご意見をご提案下さい。

バナー交換報告（松山西RC）
本日松山西RC赤羽美和子プログラム委員長に初めてメーキャップ出

席頂いたのでバナー交換致しました。

成田RC（喜久川登様御挨拶）
秋葉会長とは、ご主人が当クラブの会長を務めていただいた時からご

縁があり、一度ご挨拶に伺うつもりでしたが、やっとメーキャップがで
きとても嬉しく思います。私は旅行が趣味で21年間で194ヵ国を廻り世
界を十分満足して見つめてきました。

ゲスト挨拶（秋葉良子会長ゲスト　上中一美様）
　本日はとても緊張しておりますが、私の主人が京都の平安ロータリー
クラブで永く活動させていただいているご縁で、私もロータリークラブ
活動に興味をもっておりました。私は東京の大学へ進学した息子の支援
のため当分東京暮らしになりますので、貴クラブへの入会を検討中です。
今後ともよろしくお願い致します。

卓話「着物を着た日の～写真の撮られ方・歩き方・所作編～」
　和装モデルレッスン　講師　和奏（わかな）スミレ　先生　

・�TV・書籍・Web・舞台・きものショー等出演
きもの着付け着姿コンテスト全国大会　グランプ
リ受賞。撮影用の着付け術とモデルノウハウの両
面からアプローチする『美しきもの講座』。茶道・
日本舞踊などの和文化を通した着物特有の所作につ
いても講義。アクセサリー作家として各地の職人と
のコラボレーションによる和小物を制作。

・（メッセージ）
　�お着物は“素敵ね”だけでなく“着て来てくれてありがとう”と言われる

世界で唯一の衣裳です。
美しいという感覚は言葉や国境を越え人々が等しく感じるもの。
互いの国を尊重するその想いは世界の人々の心を結び平和に貢献でき
ると考えます。
伝統工芸を継承する技と心を伝えKIMONOを通して日本の美を広く世
界へ発信してまいります。

・�私は和服が好きで、レッスンなどに通ううちにモデルに誘われ、あま
り前に出るのは好きではないのですが、人生の記念にと思い、和装の
モデル・講師として働くようになりました。

（写真の撮られ方）
・�たとえばこれは去年夏の帝国ホテル1階の大きなお花の展示の前で私 にこにこ合計20,000円 /今期累計843,180円

山
（ 浦 添 R C ）

里 将 様� 沖縄浦添ロータリークラブにメーキャップに秋葉さん・
小沼さんにおいで頂いてから、すっかりなかよしクラブ
になり今回で数回目のメーキャップです。

秋 葉 良 子 会 長� 今日は成田RCからメーキャップにおこし下さいました。
主人と同期入会で、想いを込めて、おいで下さいまし
た。有難うございます。

かづきれいこ会員� 5月4日にギックリ腰になりまだ痛いです。高いヒールは
やめました!　これから健康一番で行きます。

小沼百合子会員� 卓話のスミレさんを皆様にご紹介させて頂きます。和
装のすばらしさを皆で学べたらうれしいです。

小林真由美会員� 今日は、おいっ子が一緒に参加します。由煕（ゆきひ
ろ）です。宜しくお願い致します。

田 中 結 加 会 員� 高校生の息子がアメフト部に入りました。子ども達の日
本のスポーツ界が変わりそうで嬉しいのでニコニコし
ます。

辻 喜 代 子 会 員� 多様性ある社会を実現するため2020年の五輪を�
“人権五輪”と呼べるようにしたいですね。

野 呂 洋 子 会 員� 10ヵ月のアメリカ留学から娘が帰国しました。嬉しいの
で、ニコニコします。

村 松 　 南 会 員� 本日ゲストの古平理津子さんにいらして頂きました。宜
しくお願い致します。

卓話　「未定」
　　　株式会社トラストバンク 代表取締役　須永 珠代 様

出席率 60.00% （出席者31名＋メーキャップ2名／正会員58名-休会3名）

例会報告  第704回　2018年5月28日（月）

本日の例会  706回　2018年6月18日（月）



宮下文夫・小堀　彰・落合守征・左明貴子 
上田美帆・吉田しおり・小磯優子・野村順子

クラブ週報
編 集 担 当

理事会だより
本日の議題

・新入会3名承認、退会2名受理（湯浅保有美会員、松浦裕子会員）
・�ケニア水プロジェクト報告（水探査機ケニア到着）と余剰金使途承

認（寄付の追加）
・次年度各委員会の「運営の方針と計画」報告
・7月10日（火）画廊巡り　実施承認
・青少年交換派遣生　推薦承認

幹事報告（富田洋平幹事）
・�本日は、ロータリーの友・来期上半期スケジュール表・ニューモラル・育

成園サマーキャンプご案内・来期前期受付当番一覧表を配布致しました。
・�来週の例会は帝国ホテルの都合で休会となります。
・�会員増強報告� �

先日、地区の会員増強セミナーで、当クラブの増強状況について
お話ししたのでその内容を報告致します。今期、秋葉会長のスロー
ガンは、「できることを、できるときに、皆の為に」というもので、
無理をせずに地道に増強に取り組んで参りました。今期の新会員は
15名（本日理事会承認の3名含）で、名誉会員2名を含めて62名（男
13名、女49名）となっております。当クラブはゲストを大事にする
ことでずば抜けた対応をしており、ゲストで来られた後に入会され
る率が極めて高くなっています。アットホームな雰囲気とゲストを
お迎えする態勢を大事にし、歌う時も全力投球で歌うことを奨励し、
新人同士の交流会や会長を囲んでのお茶会（例会後1階ラウンジ）な
どで各会員の声がクラブの運営に届くよう努力している次第です。
6月のハッピーバースデイ
左明貴子会員（10日生れ）
野呂洋子会員（26日生れ）
宮下文夫会員（17日生れ）

ケニア水プロジェクト報告（石原忠始副会長）
　水探査機がケニアに到着し、ケニアの友好RCがケニア国内で運搬を
手配中となっております。ロータリー財団からの寄付金46万4000円と
ケニアナイトで集まったチャリティ資金71万円余を投入してイタリア
から機械を輸入し、日本を経由してケニアまで搬送することが出来ま
した。本プロジェクトの支出金を節約できたため、余剰金12万円余が
生じましたが、本日理事会の決議でケニア井戸掘プロジェクトに追加
寄付することとなりましたのでご報告致します。

受付当番（来期上半期）報告（黒岩友美SAA委員長）
　皆様のご希望を組み込んで来期上半期の受付当番一覧表を完成でき
ましたので、本日皆様のBOXに配布致しました。当番スケジュールの
ご確認をよろしくお願い致します。

親睦活動報告（大盛敬子会員組織委員長）
　来期1回目のファイヤーサイドミーティングを7月12日（木）18:00
から恵比寿の住宅街の中の隠れ家的レストランで開くことが決まりま
した。明るく元気な親睦会を目指しておりますので、皆様是非スケ
ジュールに加えて下さいませ。

奉仕活動報告（福元智子奉仕プロジェクト委員長）
　本日皆様に恒例育成園夏キャンプのご案内を配布させていただきまし
た。来期はお盆と重ならないよう8月18日（土）19日（日）とし、YMCA
御殿場東山荘で行います。毎年子どもたちも楽しみにしている重要案件
です。どうぞ「ご案内」に氏名を記入の上事務局に申込んで下さい。

卓話「地方創生=カジノを含む統合リゾートIRについて」
　大阪観光局理事長（元観光庁長官）　溝畑　宏 様

（経歴）
1960年京都府生。1985年東京大学法学部卒

業、自治省入省。2002年大分県企画文化部長。
2004年㈱大分フットボールクラブ代表取締役。
2008年Jリーグナビスコ杯優勝。2010年国土交
通省観光庁長官。2012年内閣官房参与、大阪
府特別顧問、京都府参与。2015年大阪観光局
理事長（大阪観光局長）。大阪都市魅力戦略推
進会議会長。2017年大阪IR推進会議座長。

（はじめに）
⑴幼少時代～京都・ヨーロッパでの生活　⇒　「いつか世界の舞台に」
　父親の影響　→　「地球儀」「有言実行」「世のため人のため」
　�母親（元アナウンサー）の影響　→　「目立ってなんぼ」「摩擦を怖

れるな」「野良犬になれ」
⑵�進学・就職～「夢」「逃げない・前向きにチャレンジ」「歴史に残る

仕事をする」
　「職業は自分を磨く手段」「日本一のコピー取り」
⑶キーワード～
・「夢」ありて「生」あり。⇔「夢」を持ち、いつ死んでも悔いのな
い人生を送る。
・着眼大局・着手小局
　（�夢は大きく現実性のあることを、実行は今できること（小さいこと）

を全力で取り組む）
・器が人を育てる=脱「身の丈」
・�打たれ強く生きる=「逆境」が人を育てる。開き直りが大事。摩擦、

衝突を恐れない。
・最後は「面白い」「楽しい」「美しい」で判断。
・人間力=オーラ　⇒「自信」、「迫力」
・義理人情　⇔　礼節、道徳
・結果責任　⇔　自立自助
・�革命は一人から始まる（命がけ）→コミュニケーション能力で大

きな流れをつくる。
・�毎日毎日が勝負。「ネアカ」、「ノビノビ」、「ヘコタレズ」。
・�あるべき国家像を描く。いかなる立場でもそれに貢献する。

⑷最大のポイントは人材育成～
　①�家庭、地域、学校（会社）、三位一体による、競争力、チャレンジ

精神のある人づくり“夢”、“志”を持ったタフな人材育成。
　②�「成功する人」「頑張る人」を褒める文化、風土
　③�敗者復活のある社会
　④温故知新
⑸�国家目標～明治維新の日本の再現=日本再生（希望と誇りある日本

を取り戻す）⇒アベノミクス
　①国力の低下が顕著

・�経済成長率　1人当りGDP� 世界2位（1993年）→27位（2014年）
・�日本企業の国際競争力（IMD）�世界1位（1992年）→27位（2012年）

　②地方の活力が日本を変える。⇒まず地域経済の活性化を先行
・�一人一人の住民が自分の住んでいる地域に対し、「自信」、「元気」、
「誇り」を持つような社会をつくる。地域の「魅力」、「ブランド」
を地域の総合力でほりおこす。

　　　　→　雇用の創出
・�地方のグローバル化、世界の成長を取り込みながら発展。
　　　　→　外需を取り込み、内需を活性化

（私の手法）
・�温故知新:古くからやっている人を大事にし、必ず挨拶に伺い、ご

意見を拝聴することで、生意気だと思われずに仕事を効率よく進
められる。

・データを示す。
・期限を示す。
・責任の所在を示す。
・10年やり続ければ大抵のことについて世の中を動かせる。
・20年後の正しいことは、今の非常識
　�2020年東京オリンピックを目指して、20年前に私は当時の石原慎太

郎都知事に申入れに行き、知事に動機付けすることに成功しました。
（IR（統合型リゾート、Integrated�Resort）の重要性）
・�私は今、大阪に世界一のIRを立ち上げることに奔走しています。
　�日本には世界的規模で一流と呼べるIRがなく、シンガポール・韓国

に敗けています。国際会議場・展示場・ホテル・カジノ・エンター
テインメント会場・レストラン・ショッピングモールなどが複合一
体化した一流の設備を作り上げて初めて世界中から集客できる観光
立国が完成するのです。

・�大阪を国際交流のプラットホームにし、大阪城を使ってモトクロス
会場・ライトアップ・ウォーターパークを作り、大阪を恋人たちの
聖地にしたいのです。

・�少子高齢化の日本が世界に質の高い施設を提供することで競争に勝っ
て大きな改革を呼び込むことができると信じて毎日頑張っています。

� （要約文責宮下）

にこにこ合計24,000円 /今期累計867,180円

増
（川崎マリーンRC）

田 敏 雄 様� 40年近く昔にお世話になりました。秋葉良子会長への
表敬訪問に参りました。今後共、宜しくお願い致します。

遠
（東京銀座新RC）

藤 美 香 様� たのしみに初めてMake-upに伺わせていただきまし
た。地区・グループでは、大変お世話になっておりま
す。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

秋 葉 良 子 会 長� 本日は最後の理事会を済ませました。一つ一つがホッ
として居ります。あと2回、頑張ります!

石 井 本 子 会 員� 暑くなりました。健康に気をつけて頑張りましょうね。
上 野 由 美 会 員� さわやかな1日で気持ちが良いのでニコニコします。
田 中 結 加 会 員� 本日は溝畑先生の卓話ですので本当にニコニコに

なっています。
辻 喜 代 子 会 員� 久しぶり��京都　お寺まいりと一

いち�りき

力さんへよせてもら
い素敵な日本文化をあじあわせてもらいました。

村 松 　 南 会 員� 本日、友人の山口圭子（ヤマグチケイコ）さんにいらし
て頂いてます。皆さま宜しくお願い致します。

出席率 56.14% （出席者31名＋メーキャップ1名／正会員60名-休会3名）

例会報告  第705回　2018年6月4日（月）


