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例会日
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つのテスト

●真実かどうか

第1578回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

ループを通じて世界中に広められた「親睦」と
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卓話 「一年間の総括」 職業奉仕
社会奉仕
国際奉仕
青少年奉仕
今週の歌「限りなき道ロータリー」

言う概念を土台としています。このロータリー

西村理事
澁谷理事
橋本（芳）理事
紙谷理事

親睦活動によって、会員は生涯にわたる友情
を築くだけではなく、自らの関心を保ち、活動
への意欲を一層高めながら、ロータリー活動
に積極的に関わっていくことができます。
我々、吹田西RCも今年度の活動方針にも上

先週内容
会長挨拶

●みんなのためになるかどうか

げております、
「親睦活動の強化」を再度意識し、
親睦活動強化を実行していこうと思っており

田中
（慶）会長

ます。
私の会長任期も残りわずかとなってまいり
ました。最後の特別月間の活動にもなるロー
タリー親睦活動月間につきまして、全力で取
り組んで参りたいと思います。

幹事報告

本田幹事

6月はロータリー親睦活動月間です。
6月はロータリー親睦活動の特別月間に指定
されています。皆様もご存知の通り、ロータ
リーは、さまざまな国や文化から同じ関心事
を分かち合う会員が集まるロータリー親睦グ

ロータリー親睦活動月間
次週 第1579回 例会予告

平成27年6月22日

◦「社会を明るくする運動」の街頭宣伝ならび

卓話 「次年度活動方針」
青木会長エレクト
Weekly No. 1578は家村副委員長が担当しました。
Weekly No. 1579は水間委員が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）

に市民集会について回覧致します。昨年同
様です。参加の方は氏名を記入して下さい。
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ゲ

ス
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佐藤委員

吹田江坂RCとの対抗戦が中止となり、有
志による親睦ゴルフでしたが、ニコニコ
の関係もあり、結果を発表します。
6月3日にアートレイクにて、3位・吹田江
坂RC木元さん、2位・吹田西RC家村さん、
優勝・吹田西RC木下さんです。
第1回 青木会長杯ゴルフコンペをご案内

イメージコンサルタント
代表
ア ク ア レ イ ラ

出席報告

します。

進藤 ゆかり 様

阪本委員長

●会 員 数 47名 ●来
客
1名
●出席会員数 32名 ●本日の出席率 78.05％
●5月25日の出席率（メーキャップを含む）100％

社会奉仕委員会

時

平成27年7月8日（水）

場

所

茨木国際ゴルフ倶楽部

スタート

7時46分・西コース

集

7時10分

合

ニコニコ箱

大藤委員長

毛利副SAA

◆中堀会員
米寿のお祝いありがとうございました。

無事故無違反チャレンジコンテストが終了い
たしました。今回の参加総数は30名でした。今

◆小林会員
ふうふえんまんです。

回は違反件数が2件でしたが、近年では大変優
秀な成績でした。

ゴルフ同好会

日

◆尾家会員
江 坂 東 急REIホ テ ル 売 上 げ 伸 率 ナ ン
バーワン受賞おめでとうございます。

橋本（芳）会員

◆宮川会員
中国浙江中医薬大学との学術交流を深
めてきました。
◆髙木会員
35周年記念例会に多数のご参加ありが
とうございました。
──────────────────
本日のニコニコ箱
19,000円
累計のニコニコ箱
1,252,000円
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卓

みなさん、紺のスーツはお持ちですか？男性

話

なら殆どの方が一着くらいはお持ちの色です

「ビジネスマンとしてのスーツの着こなし術」
メイクアップ シエスタ
代表 進藤 ゆかり 様
伊藤委員長ゲスト

よね。ではみなさんに質問です。ベルトや靴は
いつも何色を合わせられますか？
茶色の方？黒の方？それ以外のお色の方？
はい、ありがとうございます。
さて、何色が正解でしょうか？
正解は、皆さん正解なんです。
紺に茶を合わせるのはイタリアでは基本中の
基本です。アズーロ エマローネ と言います。
空色と栗色。イタリア人は呪文のように唱え
るそうです。
イギリス紳士は紺色には黒を合わせます。
余談ですが、東京では黒、大阪では茶を合わせ
る人が圧倒的に多いようです。以前に通販の
お仕事をさせて頂いた折りに知りました。同
じ紺のパンツで黒のベルトと茶のベルト、2パ

進藤ゆかりと申します。

ターン撮影するんです。関東地方と関西地方

現在は神戸で美容サロンを経営するかたわら、

に出すためにです。確かに関西の方がラテン

イメージコンサルタントとして、企業向けメ

な香りがしますよね。ですので、東京への出張

イクアップレッスンやスーツの着こなし講習、

の際は『私は関西人です』と主張したいなら茶

お買物の同行などさせて頂いております。

を『目立ちたくない』なら黒を選んで頂くと良

元々は広告写真のスタイリストとヘアメイク

いと思います。

の仕事をしておりました。具体的にどういっ

あと、靴下の色も聞かれますが、基本は靴の延

た仕事かというと、ポスターやカタログに載っ

長線と考えて頂きたいので、靴の色に合わせ

ているモデルに服を着せてメイクをして…と

て頂くのが無難です。なければスーツと同じ

いった仕事です。商品が家具だったり家電だっ

色でお考え下さい。紺のスーツ、茶の靴、黒い

たりするときはもちろん、頭の先から爪先ま

靴下はNGです。

で身に付けるものすべて、お洋服が商品であっ
てもアクセサリーやバッグ、合わせる小物や

それから、以外とご存じないのがレジメンタ

靴などはスタイリストが手配します。そんな

ルタイです。元々レジメンタルはイギリス軍

仕事でつちかった知識や経験が一般の方のお

が発祥です。マークと色で所属先がわかるよ

役に立てたらと思ったのがこの仕事をはじめ

うになっていました。軍の制服ですね。それが

るキッカケでした。

大学などにも広がっていったわけです。です
からイギリスの方と会うときには要注意で

今日のお題は『ビジネスマンとしてのスーツ

す！

の着こなし術』と随分堅い感じで付けてみま

あれ、○○大学のご出身ですか？何てことにな

したが、こうして皆様とお会いしてみますと

りかねないわけです。それから方向があるの

随分と経験豊富なお顔ぶれですので、少し楽

をご存知でしょうか？向かって右に上がって

しい話をさせて頂こうかと思います。

いるのがイギリス、右下がりがアメリカです。
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で人の印象は大きく変わります。強い意志や
熱い思いが伝わるような眉に整えます。
わたくし、ヘアメイクの中でも眉は得意中の
得意としておりました。眉を整えることはも
ちろん、服選びやお買物の同行などの依頼も
お仕事としてお受けしています。
ご興味がございましたら、どうぞご相談くだ
さいませ！
若い頃にはやったアメカジは右下がりでした
よね。なので右下がりのレジメンタルタイは

最近は社員研修の一環として、スーツの着こ

ちょっぴりイギリスの方には面白くないこと

なしや簡単なポイントをお話しする機会も増

のようです。

えてきました。春なら新入社員研修、この時期
で す と ク ー ル ビ ス に つ い て で す。ど ち ら も

こんな風に、こちらに良くてもこちらにはイ

ちょっとしたポイントを押さえるだけで、キ

マイチ、なんてこともたくさん有ります。お洋

チンとした印象に仕上げることができます。

服選びは相手にどう思われたいかがポイント

例えば、クールビスですとネクタイをしない

ですからTPOが一番大事な要素ですね。

し暑いし…となれば、なんとなくだらしない

TPOとはご存知のように、VANの創始者、石

印象になりがちですよね。そんな時のポイン

津謙介さんが考案した和製英語で、Time（時

トとしては衿の形の選び方です。レギュラー

間）、Place（場所）、Occasion（場合）という意

カラーよりボタンダウンやデュエボットー二

味です。ご存知のようにアメリカの大統領は

など、衿腰の高いものですと衿が広がり過ぎ

必ず大事な討論会の日は紺のスーツと赤のネ

ず着崩れません。また、昔はよく使われていま

クタイと決まっていますよね。

したが、シャツの裾をズボンの中で押さえ込

TPOに合わせて時と場所、場合に合った物を

むようなベルトを使うと、一日中シャツが出

チョイスして頂くのがファッションにとって

てきたりしません。身頃がだぶつくようなら、

一番重要な事です。

サイドにまとめてタックを取るように着ると

時々、選挙ポスター撮影のお手伝いもさせて

か…そういったことだけでも印象は大きく変

頂くのですが、女性の場合のヘアメイクはも

わります。

ちろん、男性の衣装選びやヘアセットもやり
ます。大事なのはその方の公約やイメージを

第一印象って初対面の一度きりチャンスです。

読まなくてもわかるように作ることです。大

これはビジネスマンに限らず、どなたにとっ

ベテランならまだまだやれるぞといった若々

ても大事なチャンスだと思います。それをよ

しい元気なイメージ。若手なら若々しさも重

り良くして頂くお手伝いが私のお仕事です。

要ですが、信頼できるイメージ。それぞれに

こういったお仕事がある事をどこか頭の隅に

スーツの色や光沢、ネクタイの色や幅顔の艶や、

置いておいて頂いて、何かの折には思い出し

髪の整え方で作りこんでいきます。この時、ネ

て頂けたら幸いです。

クタイや髪型に以上に大切なのが眉です。眉

ご静聴、有難うございました。
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