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会長挨拶

内田君、田中君、根津君、服部君、宮沢君、望月君、

山本（良）君

前々回

今　回

出席総数 出  席  率 メークアップ 修正出席率

会員総数

あなたが見えなくて残念でした。欠 席 者

30/34　　 　　88.24%　　　　　30/34　　 　　88.24%

26/33　　 　　78.79%　　　　　　　　  　　　　　　34名

司会：久保栄子君　指揮：石井和郎君

幹事 山田定男君

幹事報告

内田憲一君の事業所が移転しました。
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会員誕生日

せせらぎ三島ロータリークラブ 検 索

た事と税理士は税に関しての弁護士ではないかと思

いこの仕事を選んだ。

　大学を卒業後、東京の事務所に勤めながら３１歳

で資格を取り、翌年結婚を期に三島に帰り父の税理

士事務所に入りました。三島に帰ってきて１６年経

ちましたが、色々大変な事はありました。その中で

もお客様と会計事務所との考えの違いがあり、理解

していただけなく顧問契約が解除になった時は、本

当に辛かった。しかし税務署と対抗して自分達の主

張が通った時は、仕事の達成感が得られる。

　仕事を始めた当初は、会社は利益を出さなければ

いけないと思いアドバイスをしてきたが、今は経営

者の方々の考え方も千差万別であり、各経営者の価

値観を理解して相手の考え方にそってアドバイスが

出来るようになった。そして世の中［なる様になる］

色々な会社の経営を見てきて、当初立てた計画が色々

な事情が重なり思い通りにならない事がままある。

ある程度流れに身を任せ、余り小さくならず、大き

くかまえ、来るものはこばまず、その時その時一生

懸命に対処する方が良いのではないかと思う。

　私の小さい時からの夢でおかしいと思われるかも

しれないが、都会の街の真ん中にビルを建て、そこ

のオーナーになり、屋上にプレハブを作りそこで暮

らしたい。と言っておりました。

　巧さんのお父さん土屋忠さんには、私が会社を始

めた時から税務を見ていただいており、又当クラブ

のパスト会長でもあり,当クラブにもたくさんの友人

がおります。税務の仕事は、数字を追っかけ細かい

遠藤修宏さん（山田・中村君のゲスト）

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

理事会報告

出席者　渡邊　山田　片野　西原　矢岸　山口(辰）

　　　　太田　中山　根津　山本(良）　山本（章）　

　　　　山口（雅）　石井（司）

①タイへの義援金の件

　会員各位からの義援金について、理事会全員了承す

　る。金額は1000円をお願いする。又、国際奉仕の予算

　をプラスすることも承認する。

②遠藤会員の件

　スポンサーの石井（司）・鈴木（政）両氏が連絡を取る。

第５回理事・役員会議事録

　本日は、土屋巧君の職業紹

介をさせていただきます。

土屋君は、さくら税理士法人

の代表で税理士をやっており

ます。

　この仕事を選んだきっかけ

は、本来は弁護士になりたか

ったが、父親が税理士であっ

仕事で性格も几帳面かと思われがちですが、お父さ

んも良い意味でおおざっぱであり、巧さんもやはり

父親の血をひいて、余り細かいことにこだわらず、

かなりおおざっぱな性格だと思います。しかし話の

中で感じたのは流れを見極め大局を見る事が出来る

人なんだと思いました。

　早く子供の頃からの夢が叶うといいですね。
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世界中で展開されているポリオ撲滅活動は終盤

にさしかかっており、 ロータリーの2億ドル

のチャレンジ では、これまでに1億

8,500万ドルが集まっています。このチャ

レンジは、来年の6月30日まで展開される予

定ですが、募金活動は、ポリオが完全に撲滅され

るまで継続しなければなりません。  

多くのクラブがこの活動を支援しています。例

えば、オーストラリアとニュージーランドのロ

ータリアンは、20世紀フォックス社との協力

の下、2月に、映画「コンビクション（Conv-

iction）」のチャリティ上映会を開催し、

2億ドルのチャレンジへ5万4,000ドルを

集めました。フレモント・ウォーム・スプリング

ス・サンライズ・ロータリー・クラブ（米国カリフ

ォルニア州）は、3月にファッションショーを開

催し、5万2,000ドルを寄付しました。また、

ポンディチェリ・コスモス・ロータリー・クラブ

（インド）の支援を受けた高校の3,000人の

生徒が、1週間にわたるプロジェクトを実施し、

第１５回理事役員会報告

日本一コロッケを企画した三島商工会議所青年部
内田聡会長に協賛金を渡す

エサ・ラディティアさん（米山奨学生）

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

さまざまな募金活動で

　　「2億ドルのチャレンジ」を後押し

卓話

西原克甫君

ロータリー財団月間

ファッションについては大概のことは知っているつ

もりだが、それでもどうしてもわからないことは多

いですね。

たとえば「リゾート着はなぜ派手なプリント柄が多

いのでしょうか?」と問われても、リゾートウェアっ

てそんなものでしょ、とか、そうじゃない大人しい無

地のリゾート着ってものも結構あるよ、などと答え

るしかないですよね。

これもファッション・トリビアに関するようなもので、

知っておいて損にならないが・知らなくてもどうで

もよいことが多い。

ただしフォーマルウエアについての知識、こればか

りは知っておいてけっして損にならない。というよ

りも知らないと恥をかくことにもなりかねない。

何をどう着ようがかまわない自由な着こなしが横行

する現代の世の中だが、フォーマルウエアの世界だ

けはそういうわけにはいかないので注意してくださ

い。

背広などのラペル(衿)はなぜあるの

テーラード(紳士服仕立)なスーツの上着に特有の「背

広衿」これの上の部分はカラーcollarといい、下襟の

部分はラペルlapelと呼ばれる。

ラペルとは元 「々折り返した部分」ということで、こ

れは背広服の発生と大きな関係があったそうです。

背広服の原型は学生服のような「立ち衿」型の軍服と

され、この衿を大きく折り返したところから生まれ

たのが、あの背広独特の衿の形なのだ。

男の子だったら誰でもが一度はやったことがあると

思いますが、学生服の前ボタンをいくつか外して、詰

襟のところからぐっと折り返すとあの形になり、こ

れを「背広」などと言ってよろこんだものです。

軍人たちも長い行軍の果て、休憩時間には胸を開い

てくつろいだ。それがラペル発生のルーツなのだそ

うです

ブレザーの語源は?

一番有名なのは1877年ごろに行われた英国ケンブリ

ッジ大学とオクスフォード大学との対抗ボートレー

スから生まれたもの。このときケンブリッジ大学の

ボート部員が真紅ジャケットを(赤白のストライブ

の説もあり)をユニホームとして着用し、試合に臨ん

だ。その姿が川面に映ってゆらゆらと揺らめいてい

る様子を見た観客の中から、期せずして「オオー、ブ

レイザー!」(おお、炎のようだ)という喚声が起こり、

これが「ブレザー」の語源になったという訳。

もうひとつは英国海軍の軍艦ブレイザー号(英国商

船の説もある)の乗組員たちの服装があまりにだら

しなかったために濃紺サージで作ったダブル・ブレ

10月５日　　鈴木政則君入会記念日

委員会報告

卓話中村　徹君：今日、社会保険労務士遠藤修宏さんがゲ
ストで来られました。２週後１月27日には正式入会と

なります。皆様よろしくお願いいたします。

山本　章君：先日はお誕生日記念のお祝いありがとう

ございました。

片野誠一君：先月のゴルフ同好会のコンペで優勝させ

ていただきました。皆様には大変お世話になり、あり

がとうございました。

土屋　巧君：12月のコンペで久々に準優勝でした。調

子が良くなかったのですが、周りの方はもっと調子が

悪かったようで好結果となりました。またよろしくお

願いします。

杉山　隆君：本年もよろしくお願いいたします。当ク

ラブの矢岸さんなどのご尽力もあり、米山記念館の看

板制作を依頼されました。ありがとうございます。頑

張ります。

矢岸貞夫君：新年会での親睦委員会及び担当の方々ご

苦労様でした。今年度もよろしくお願いいたします。

中山和雄君：先日の４クラブ合同新年会にご参加あり

がとうございました。お陰様で皆さん満足していただ

いたと思います。親睦委員の皆様ご苦労様でした。所

用で早退します。

米山晴敏君：仕事があって西原さんの卓話を聞けなく

てごめんなさい。

スマイルボックス

委員会報告

ＩＴ化・ロータリー内広報委員会
委員長　中村　徹君

ロータリーの友11月号紹介　

ロータリーの友平成24年1月号紹介　

IT化・ロータリー内広報

委員長　

クラブ研修リーダー

中村徹

１、�RI指定記事であるRI会長メッセージ、1頁に注

目してください。十分な数の人々がロータリーに入

会しているにもかかわらず、非常に多くの人々がロ

ータリーを去っていることは、さまざまな数字が物

語っています。私たちは彼らに対し、どのような期

待に応えられていないのでしょうかと、ロータリー

への危機を訴えています。

２、�12頁から13頁には昨年11月第40回ロータリー研

究会で行われた講演内容がRI戦略計画委員より解説

されています。それによると、RIの方針が「長期計画」

から、「戦略計画」という長期的な視野のもと、将

来性のある活動が要請されました。優先項目「クラ

ブのサポートの強化」，「人道的奉仕の重点化と増加」

「公共イメージと認知度の向上」についてRIが示す

方向性をクラブは議論し、理解して欲しいこと、そ

してクラブはRIの方針を受け入れ、自主的な運営や

活動を促されています。クラブの活性化、改革なく

して、ロータリーの発展はありません。

服装スタイルの「謎・不思議」

ステット型のジャケットを与え、これが現在のダブル

のブレザーにつながったと言われているそうです

いずれにしてもブレザーの元の語が「ブレイザーblazer」

(炎の意)であることは間違いないようです。

ゴージ(ラペルの切り込み)は何のため?

背広の衿に見られる「衿刻み」のことを、一般的にゴー

ジと呼んでいる。

上衿(カラー)と下衿(ラペル)の接点に当たる線のこ

とはゴージー・ラインといい、これは「衿縫い線」を意

味している。

それでは、ゴージって何なんだろう?   ゴージgorge

とは英語で「喉」とか「食道」という意味。

背広のジャケットの衿全体を一度立ててみると、そう

するとゴージ・ラインの部分がどうなるか?おそらく

首元の「喉」あたりにピッタリくるでしょう。

そう、そこに現われている詰襟の学生服のような形が、

いわゆる「背広」の原型です。　つまりゴージといいゴ

ージ・ラインといい、それらは背広誕生の名残りを示

しています。

軍服のような服を「立ち衿の服」というのに対し「折り

衿の服」と称されます。

シングル前の服の衿を折り返せばゴージはノチット・

ラペルの「菱形」を形作り、ダブル前のそれであればピ

ークト・ラペルの「剣衿」となるのも、そうした道理か

ら来ているのです。

ベント(後ろの仕切り込み)は何のため?

ベントventは「空気穴、通風孔」といった意味で、ベン

チレイション(風通し、換気)などの用語もここから生

まれているそうです。

ファション用語でベント(多くはベンツと複数形で用

いられるが)というと、まったく違った意味になって

くる。　たとえばセンターベント(後ろ中央縫い目に

とった割れ目)はテーラーさんの用語では「馬乗り」と

いい、これは乗馬の際、裾が邪魔にならないように割

ったところからきている。

またサイドベンツ(これは両脇にとるところら複数形

になる)は「剣吊り」と訳され、これは昔、軍人たちがサ

ーベルなどの剣を取り出しやすくするためにあけた

のが起源とされています。

すなわち、ベントはただの飾りではなく、あくまでも

動きやすさということを目的とした機能性から考え

だされたデザインです。

ちなみにベントは布地が重なっているのが条件でそ

うでないものは「スリット」と呼ばれます。

袖のボタンの意味は?

背広上着のそで口にはいくつものボタンが仰々しく

並んでいます。

これをカフスボタンと呼んでいますが、これを最初に

考え出したのはあのナポレオン・ボナパルトであった

という話があります。
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会員誕生日 ４月２日　　山本良一君

４月29日　　石井邦夫君

４月６日　　大房正治君

４月16日　　小林　勝君

４月20日　　岡　良森君

４月30日　　土屋　巧君

入会記念日

�     

平成22年�５ 月�21 日�金曜日�19時

30分�より�

ブケ東海三島�     

           

出席者� 西原次期会長� 内田次期幹事� 中村� 

太田� 　　　　小林�  山梨� 渡辺� 矢岸� 

土屋� 石井邦　　　　山田�

欠席者� 宮沢�        

司会者� 内田次期幹事�   記録者� 山田�  

           

①次年度予算案の件�     

　会員数３６名含め次年度予算了承されました

　収入特別会計６０万了承されました

　支出週報ホームページビルダー予算了承されました�          

②次年度プログラム案の件�     

　了承されました�          

③地域開発･植林事業の件�     

　三島市箱根の里斉藤所長に話しをしたところ植林

　場所が無いとのことで一時保留�          

④新会員フォーローの件�     

　パスト会長様に協力いただき受け付けに参加いた

　だくこと決まりました�          

　出席率向上に向けた話がありました�          

           

 例会中の煙草５分程度の時間を設けること・・・

　携帯電話のマナーモードの推薦の話しが決まりま

　した

前年度開催理事役員会報告

委員長　兼子悦三君

自分は卓話で大先輩を目の前にして、何を語って良

いのか分からないので、私の大好きなアントニオ猪

木さんの名言集について語りたいと思います。

実は私が独立開業するにもアントニオ猪木さんの名

言があったからこそだと言って良いと思います。整

体院を三島で開業する前は建築業に携っていました。

結婚もしていましたし、子供もいたので整体院を開

業する事に対して失敗したら…などと自分の中で言

い訳ばかり考え開業出来ない言い訳ばかりを考えて

いました。

そんな時、アントニオ猪木さんのあの名言「元気が

あればなんでも出来る」です。

自分の気持ちの中で「そっか、元気があれば何でも

出来るのだ。」「 失敗しても元気さえあればやり直

しが出来るんだ。」と凄く自然に受け入れる事が出

来た為、今こうしていれるのだと思います。

また、せせらぎ三島ロータリークラブに所属前、三

島青年会議所に所属していました。その所属する時

も大房先輩、服部先輩に声をかけて頂いたのがです

が、入会金など安くないので正直迷いました。その

時もアントニオ猪木さんの「これも追い風、天の声

と思い決意しました。」と言う前向きな考えと、「こ

の道を行けばどうなるものか？危ぶむなかれ。危ぶ

めば道はなし。踏み出せばその1足が道となる。迷

わず行けよ。行けばわかる」と言う名言から、「これ

も追い風天の声。」 なんだろうと考え迷っている

のであれば行けば分かるだろうと思い、三島青年会

議所に所属しました。その時嫁さんに入会する理由

を話した時も「これも追い風、天の声と思い、決意し

ました。」と説明しました。正直この時はあきれられ

ました。結果的に青年会議所で頑張っている自分を

認めて頂き昨年無事卒業することができました。

青年会議所を無事卒業してこれからは少し家族の時

間が取れると考えていましたら、「服部先輩から「じ

ゅんちゃん飯をおごるよ。金曜日時間を空けておい

て」と連絡があり、ブケ東海のせせらぎ三島ロータ

リーの例会に参加させて頂きました。青年会議所も

卒業したばかりで正直嫁さんにロータリーをやると

は言えずどうしようと考えていましたが嫁さんにバ

レ「ロータリーをやるの？」と聞かれた時、とっさに

出た言葉が「これも追い風、天の声」と説明したとこ

ろ何も言わず賛成してくれました。

そんなこんなで先日、土屋　巧先輩の卓話の中で税

務調査の話をして頂きその資料を嫁さんが読んだ直

後、店に税務調査が入りました。正直やっと社会的

にも整体療法院が認められて来たのだと正直嬉しか

ったのですが、お金は持っていかれたのは悲しかっ

たです。

そのような事から、「 せせらぎ三島ロータリーに大

房先輩、服部先輩が声をかけて頂いたのは天の声だ

ったのかもしれないね」と嫁さんと話をしました。

その他の色々な名言についてはまた時間のある時に

お話をしたいと思います。

せっかくなので最後に「ダァ～」をやって終わりたい

と思います。

「みなさん元気ですかぁ～」

「元気があれば何でもできる。元気があればロータリ

ーも出来る」 

「いくぞー　１・２・３ダァ～」

御静聴ありがとうございました。また大先輩を目の

前に大変ご無礼な卓話、申し訳ございませんでした。

卓話の内容

本日会場で山口監事より卓話を急遽依頼されました。

何も考えてこなかったので私の仕事について紹介

させて頂きます。

私は学卒後、某重電メーカー（住友系）に勤めめる

事になりました。

同じ住友系と言う事でＮＥＣのコンピューターを商事

会社で販売する事となりパソコンのパの字も分か

らないまま業界に入りました。

まだ、そのころパソコンは一般的ではなく本当に売

れるのか？疑問でした。

が、その数年後NECの9801シリーズが空前のヒットと

なり国内シュアの70%位になりました。また、当時は

業界も新しくソフトバンク（旧日本ソフトバンク）等も

まだ20名規模の会社でしたが創業者を始め当時の

仲間も役員になっており人脈も出来たので（株）ケ

イネットを設立しました。

現在はコンピュータの機器販売、ソフト開発の他ソフ

杉山順一君リレー卓話冬の寒い季節の中で、鼻水を袖口で拭く兵士を見た

ナポレオン、そのみっともない行為を止めさせるた

めに、軍服のそで口のまわりに金属製のボタンをぐ

るりと取り付けたのがその起こりというのだ。

その後、背広の時代になって、これが袖開き用のタテ

型に配列されるようになり、その部分は本当に開く

ようにできていた。つまり、力仕事などをする時には

袖ボタンを外し、袖口を折り返したものだそうです。

こうした形をあちらでは「ドクタースタイル」などと

いい、日本では「本開き」とか「本気切羽」などと呼ん

でいます。

現在では「空き見せ(イミテーション・カフ)」などと

いって、実際には開かないようになったのが大半です。

これはそうした古きよき時代の名残りし言えます。

学校の制服はなぜセーラー服が多いの?

日本の女子学生にセーラー服が採用されたのはいつ

のことか?

これにも諸説があって、まさに「制服の邪馬台国論争」

を呈しているのだけれど、最近の説では1921(大正

10)年の福岡女学院が最初ということに落ち着いて

いるようです。

初代校長であるミス・エリザベス・リーが自らデザイ

ンしたセーラー服を着て来日。

これを基本にしてその年12月、セーラー服を制服と

して正式採用したところから、全国のミッション系

の女学校に広まったというのが、どうやら真相のよ

うなのだ。　　

セーラー服はそもそも1857年、英国海軍の水平(セー

ラー)の正式制服として制定されたもので、その後、

各国の海軍がこれを見習うようになっていった。

日本海軍ではこれを「ジョンベラ」と称していたとい

う。

女学生の間ではキモノにハカマというスタイルが、

女学生風俗として明治時代の末ごろから定着してい

たが、キモノではやはり不便ということで、機能的か

つ英国の伝統的なセーラー服が注目され、その処女

性とも相まって普及したそうです。

招待状に「ブラック・タイで」の指定だと、

なぜタキシード着用なの?

男の夜の礼装はイブニングコート(燕尾服)をもって

最上級としている。スワローテイルコート(テイルズ)

などとも呼ばれるこれは、1789年の春に「チェックイ

ン・フロックコート」の名で登場し、1850年に至って

夜間の正礼服へと昇格した。　　

その着こなしには厳格なルールがあり、ネクタイは

白麻のボウタイ(蝶ネクタイ)でなければならなかっ

たし、ベストは白ピケ製と決まっていた。

このイブニングコートの略式として登場したのがタ

キシード(英国ではディナージャケット)だったのだ

そうです。　したがってイブニングコートほどかし

こまる必要もなく、ベストの代わりにカマーバンド、

硬いドレスシャツではなくソフトカラーのシャツ、側

章も一本でよい、と簡略化の傾向が進んだのである。

となるとネクタイもボウタイの形はよいが、白麻より

も扱いやすいもので、かつ汚れの目立たない黒のシル

ク地のものにしようということになったのだ

ここに「ホワイト・タイ」とは燕尾服着用。　「ブラック・

タイ」はタキシード着用の、というドレスコートが定

まったのです。

日本では結婚式には「白タイ」で葬式には「黒タイ」な

の?  

他の国では?

日本人男性にこよなく愛されているブラックスーツ

(黒の略礼服)、あれは実は日本人の発明によるもので

あって、国際社会では通用しない。

ましてやこれに白の結び下げ式のネクタイ(シルバー

タイなどと呼んでいる)を着けて結婚式などのお祝い

事に、黒のそれに換えてお葬式になどという使い分け

をするのは、まことにもって日本的な習慣でしかない。

同じ服をネクタイのチェンジだけで慶事にも弔事に

も使い回しするという戦後の物不足時代的な発想は、

もうそろそろ再考されてもよいように思います。

弔事における黒ネクタイというのは万国共通だから

よいとして、問題は慶事における白ネクタイです。

これこそ日本独特の礼装用ネクタイで、海外ではまず

見当たらない。これに相当するのは明るいグレイの無

地ネクタイで、これは本来モーニングコート用のアク

セサリーとされているのです。

招待状などの「平服でどうぞ」は一般的にどこまで許

されるの?

パーティーの招待状でいちばんやっかいなのが、この

「平服でどうぞ」というヤツである。

主催する側も「平服」が何であるか分かってないまま

に、そんな指定を出すものだから困ってしまう。で、辞

書などを引くと「平服=平常着る衣服、ふだん着。礼服

の対語」などと出ているものだから、ますます混乱し

てしまうのだ。　ここではっきりとさせておきたいと

思います。

パーティー会場などにおける「平服」とは、断じて「自

由な服装」の意味でない。　けっしてビジネスウエア

などの「ふだん着」でもないのです。

ここでいう「平服」とは、夜の雰囲気にふさわしいドレ

ッシーな服装ということなのであります。　

その方面に詳しいデザイナーや「紳士礼装の(かたち)

と(こころ)」などの本によると、その条件は・無地であ

ること(柄ものは昼間のもの)

・暗調であること(ダークな色調)　

・光沢のあること、　　の３点に絞られるという。

皆様、心してお出かけあれ。



次 回 例 会

３月13日（土）（12日の振替）

植林事業

ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ

世界中で展開されているポリオ撲滅活動は終盤

にさしかかっており、 ロータリーの2億ドル

のチャレンジ では、これまでに1億

8,500万ドルが集まっています。このチャ

レンジは、来年の6月30日まで展開される予

定ですが、募金活動は、ポリオが完全に撲滅され

るまで継続しなければなりません。  

多くのクラブがこの活動を支援しています。例

えば、オーストラリアとニュージーランドのロ

ータリアンは、20世紀フォックス社との協力

の下、2月に、映画「コンビクション（Conv-

iction）」のチャリティ上映会を開催し、

2億ドルのチャレンジへ5万4,000ドルを

集めました。フレモント・ウォーム・スプリング

ス・サンライズ・ロータリー・クラブ（米国カリフ

ォルニア州）は、3月にファッションショーを開

催し、5万2,000ドルを寄付しました。また、

ポンディチェリ・コスモス・ロータリー・クラブ

（インド）の支援を受けた高校の3,000人の

生徒が、1週間にわたるプロジェクトを実施し、

第１５回理事役員会報告

日本一コロッケを企画した三島商工会議所青年部
内田聡会長に協賛金を渡す

エサ・ラディティアさん（米山奨学生）

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

さまざまな募金活動で

　　「2億ドルのチャレンジ」を後押し

卓話
西原克甫君

ロータリー財団月間

ファションについては大概のことは知っているつも

りだが、それでもどうしてもわからないことは多い

ですね。

たとえば「リゾート着はなぜ派手なプリント柄が多

いのでしょうか?」と問われても、リゾートウェアっ

てそんなものでしょ、とか、そうじゃない大人しい無

地のリゾート着ってものも結構あるよ、などと答え

るしかないですよね。

これもファション・トリビアに関するようなもので、

知っておいて損にならないが・知らなくてもどうで

もよいことが多い。

ただしフォーマルウエアについての知識、こればか

りは知っておいてけっして損にならない。というよ

りも知らないと恥をかくことにもなりかねない。

何をどう着ようがかまわない自由な着こなしが横行

する現代の世の中だが、フォーマルウエアの世界だ

けはそういうわけにはいかないので注意してくださ

い。

背広などのラペル(衿)はなぜあるの

テーラード(紳士服仕立)なスーツの上着に特有の「背

広衿」これの上の部分はカラーcollarといい、下襟の

部分はラペルlapelと呼ばれる。

ラペルとは元 「々折り返した部分」ということで、こ

れは背広服の発生と大きな関係があったそうです。

背広服の原型は学生服のような「立ち衿」型の軍服と

され、この衿を大きく折り返したところから生まれ

たのが、あの背広独特の衿の形なのだ。

男の子だったら誰でもが一度はやったことがあると

思いますが、学生服の前ボタンをいくつか外して、詰

襟のところからぐっと折り返すとあの形になり、こ

れを「背広」などと言ってよろこんだものです。

軍人たちも長い行軍の果て、休憩時間には胸を開い

てくつろいだ。それがラペル発生のルーツなのだそ

うです

ブレザーの語源は?

一番有名なのは1877年ごろに行われた英国ケンブリ

ッジ大学とオクスフォード大学との対抗ボートレー

スから生まれたもの。このときケンブリッジ大学の

ボート部員が真紅ジャケットを(赤白のストライブ

の説もあり)をユニホームとして着用し、試合に臨ん

だ。その姿が川面に映ってゆらゆらと揺らめいてい

る様子を見た観客の中から、期せずして「オオー、ブ

レイザー!」(おお、炎のようだ)という喚声が起こり、

これが「ブレザー」の語源になったという訳。

もうひとつは英国海軍の軍艦ブレイザー号(英国商

船の説もある)の乗組員たちの服装があまりにだら

しなかったために濃紺サージで作ったダブル・ブレ

10月５日　　鈴木政則君入会記念日

卓話中村　徹君：今日、社会保険労務士遠藤修宏さんがゲ
ストで来られました。２週後１月27日には正式入会と

なります。皆様よろしくお願いいたします。

山本　章君：先日はお誕生日記念のお祝いありがとう

ございました。

片野誠一君：先月のゴルフ同好会のコンペで優勝させ

ていただきました。皆様には大変お世話になり、あり

がとうございました。

土屋　巧君：12月のコンペで久々に準優勝でした。調

子が良くなかったのですが、周りの方はもっと調子が

悪かったようで好結果となりました。またよろしくお

願いします。

杉山　隆君：本年もよろしくお願いいたします。当ク

ラブの矢岸さんなどのご尽力もあり、米山記念館の看

板制作を依頼されました。ありがとうございます。頑

張ります。

矢岸貞夫君：新年会での親睦委員会及び担当の方々ご

苦労様でした。今年度もよろしくお願いいたします。

中山和雄君：先日の４クラブ合同新年会にご参加あり

がとうございました。お陰様で皆さん満足していただ

いたと思います。親睦委員の皆様ご苦労様でした。所

用で早退します。

米山晴敏君：仕事があって西原さんの卓話を聞けなく

てごめんなさい。

スマイルボックス

委員会報告

委員会報告

ＩＴ化・ロータリー内広報委員会

委員長　中村　徹君

ロータリーの友平成24年１月号紹介　

１、　ＲＩ指定記事であるＲＩ会長メッセージ、1頁

に注目してください。十分な数の人々がロータリー

に入会しているにもかかわらず、非常に多くの人々

がロータリーを去っていることは、さまざまな数字

が物語っています。私たちは彼らに対し、どのよう

な期待に応えられていないのでしょうかと、ロータ

リーへの危機を訴えています。

２、�12頁から13頁には昨年11月第40回ロータリー研

究会で行われた講演内容がRI戦略計画委員より解説

されています。それによると、RIの方針が「長期計画」

から、「戦略計画」という長期的な視野のもと、将

来性のある活動が要請されました。優先項目「クラ

ブのサポートの強化」，「人道的奉仕の重点化と増加」

「公共イメージと認知度の向上」についてRIが示す

方向性をクラブは議論し、理解して欲しいこと、そ

してクラブはRIの方針を受け入れ、自主的な運営や

活動を促されています。クラブの活性化、改革なく

して、ロータリーの発展はありません。

３、�1月27日例会にてクラブフォーラムを開催し、

クラブの中長期戦略計画について会長、幹事、五大

奉仕各委員長さんはじめ会員各位のご意見をいただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。

服装スタイルの「謎・不思議」

１月２日　　鈴木政則君

１月７日　　山口辰哉君

１月19日　　片野誠一君

１月６日　　山本章君

１月９日　　石井邦夫君

１月15日　　片野誠一君

入会記念日

会員誕生日


