
                                                     

本日の例会（第１５００回）    ６／１３（水） 

◆1500回記念例会及び I.D.M.を行います。 

次回の例会（第１５０１回）    ６／２０（水） 

◆スピーカー 会  員  古川  康司君 

◆題    名 私と少林寺拳法 

第１４９９回例会記録        ６／６（水）晴 

◆司    会 杉浦  定文君 

◆斉    唱 国歌・君が代／RS・奉仕の理想 

◆ゲスト紹介  会長ゲスト  道家  泰之君 

出 席 報 告 

会 員 数  39名  前々回訂正  1497回例会

欠席会員数  7 名  欠 席 会 員  7 名中

出席会員数  32名  MAKE UP  4 名

出 席 率  82.05％  出席率訂正  91.43％

会  長  挨  拶 

おじさん図鑑 

会  長  半泊  與則 

この数年、団塊世代は本格的な

定年退職を迎えました。当然、街

ではスーツに替わってカジュアル

姿のおじさんを良く見かけます。

そんなおじさんの生態を若い女性イラストレーターが熱心に

マンウォチング、見事な筆遣いで図鑑を作りました。タイトル

は、「おじさん図鑑」、サブタイトルは、－すべての若者に捧ぐ、

おじさんになる前におじさんを知るべきだ－、一見、若者向け

の啓蒙本のようにも見受けられますが、これはれっきとしたお

じさんへの挑戦状です。思わず買ってしまいました。内容はお

じさんをいくつものタイプ別に分類しています。うるさ型、チ

ョイ悪型、仙人、アート、正体不明、カメラ好き、かわいい、

人のものを覗く、などなど色々です。いくつかご紹介します。 

まず、ハイウエストのおじさん。ウェストの位置が妙に高い

おじさんです。中には胸の下までベルトが来ています。胸、腰、

お尻のラインが一直線。対するはぽっこりおなかのおじさんで 

 

す。ぽっこりの下でベルトをするのが基本です。信楽焼きの何

とかのようで、ビール党に多いそうです。 

リュックのおじさんもいます。小さなリュックに大きなリュ

ック、確かに近年多くなりました。人事では在りますが、私は

リュック姿の人を見るといつも家出かな、と思ってしまいます。

逆に、手ぶらのおじさんもいます。持ち物を特にズボンの後ろ

のポケットに突っ込んでぶらぶらです。中にはポケットが多く

付いた機能ベストを着て手ぶらです。これは私ですね。 

二人組のおじさんもいます。おばさんは四五人連れで暴れま

わりますが、おじさんは圧倒的に二人連れだそうです。うらや

ましいほど仲良しに見える二人もあれば、なぜと思う二人も、

腐れ縁のようです。同じ二人でも夫婦でいるおじさん。服装も

似ているし、中には男女の枠を超えて顔まで似ているそうです。

幸せな夫婦の証なのでしょう。 

おじさん基本のシャツというのもあります。七種類です。ま

ず、チェック、格子模様です、たしかに多いですね。次は横縞、

肌なじみの良い、くたっとした生地でできています。変わって

縦縞、こちらはワイシャツのようなパリッとした生地仕立てで、

横縞よりおしゃれ感があり、よそ行き感があります。確かにそ

うですね。アロハもあります。派手なもの地味なものもありま

す。何とも変な柄のシャツもあります。独特な色と柄です。岩

田副会長が似合います。青いデニム生地のダンガリーシャツ、

ゴルフシャツと続きます。この作者本当によく観察しています。

おじさん基本の帽子というのもありますが、割愛します。 

私はリタイアしたらアロハを着ようと思っています。実はア

ロハシャツ、ハワイに渡った日系移民の仕立屋さんが作ってい

たのが起源だそうです。生地は京都の友禅染職人がプリントし

日系移民を通じてハワイへ輸出され、仕立てられました。日本

の伝統技術の粋だったのです。60 年代からハワイの地場産業

に育てようと州知事以下が率先してアロハを正装として着用、

官民一体で取り組んで来ました。日本起源のアロハなのですが、

日本には戦後アメリカから戦勝国の象徴として、ねじれて入っ

てきました。そのためか着ていると冷たい視線、さらに太陽族、
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暴走族の制服になり、不良、反抗のシンボルになりました。な

にせ原色で描かれる南国風の柄、派手です。ところが近年、お

やじファッションとして見直され、おやじブランドのパパスも

手がけています。環境省も禁止の自治体が多い中、クールビズ

にアロハを容認しました。アロハは風を纏うような緩やかなフ

ォルムの仕立てです。私はアロハに断固挑戦します。 

幹  事  報  告  

1.今月は年度末になっております。各員会で未請求の費用があ

りました場合は、ご連絡を早急にお願い致します。 

2.来る 6月 27日(水)、「ザ・カワブン・ナゴヤ」にて行われま

す夜間例会及び I.D.M.の出欠票を同封致しましたので、6月

13日(水)までにご提出下さい。 

3.次回例会(6/13)は 1500 回記念例会及び I.D.M.となってお

ります。午後5時 30分より例会、引き続き I.D.M.を当アパ

ホテル名古屋錦にて行いますので、お間違えのないようお願

い致します。 

クラブフォーラム 

一年間を振り返って 

会長  半泊  與則 

今年度も後一ヶ月を切りました。ここまで何とか来れました

のも会員の皆様のお心遣いあっての事と深く感謝いたします。

クラブ奉仕の各委員会、4大奉仕の各委員会、感謝申し上げま

す。会員減少の中、本来ならば悠々自適の重鎮の方々にも現場

に出ていただき有難うございました。唯一人のキーメンバーで

ある星川さんにはＲＡＣの立て直しで本当にご苦労をおかけ

しました。有難うございました。 

昨年の 3.11 後の時代の変わり目、時代の空気の重さを感じ

ながらも、クラブの中ではにこやかな、和気あいあいとした時

間を過ごすことが出来たと思っています。重ねて感謝いたしま

す。これは特にご年配の方々の人徳のお陰です。新参者にも、

私のような中途半端な者にも、暖かく接していただいています。

この名北クラブの誇れる風土です。 

クラブ奉仕委員会活動報告 

クラブ奉仕委員長  小關  敏光 

今期は、会長要望にあるとおり

「活気あるクラブ運営」を目指して、

昨年 8 月と今年 1 月に委員会を開

催いたしました。クラブに活気を持

たせるには、何といっても新入会員をより多く勧誘することで

あり、とりわけ若くて活気ある人に入会してもらうことが大切

です。また、例会やＩＤＭ等を充実させ、会員相互の親睦を深

める必要もあります。皆様のご協力により、若手会員も増加し、

多少なりとも活気あるクラブ運営ができたことに感謝申し上

げます。 

年間委員会報告 

社会奉仕委員長  赤崎  守弘 

社会奉仕委員会は地域社会に密

接な奉仕事業については例年同様

の活動継続をしました。 

地区補助金を利用した奉仕活動

については、残念ながら実施できませんでした。次期委員長に

お願い申し上げます。 

一年間ご協力ありがとうございました。 

バンコク世界大会に参加して 

国際奉仕委員長  梅村美知容 

錦 RC11名、名北RC2名の参

加で、5月 5日出発、その日はタ

イ舞踊を楽しみ、次の朝は渡邉さ

んと2人で電車で日本人朝食会に

出席、1,000人の方が集いました。その後、市内観光。P.M.2:00

には国際大会へ、私ともう一人、着物を着て行ったので、大人

気でした。30,000人が世界中より集まり、内日本人は3,000

人と。いろんな国の方と友好を深めました。街の中もロータリ

アンでいっぱいでした。開会式に最後まで参加し、次の日はア

ユタヤに行き、象に乗ったりと世界のロータリーを肌で感じた

旅でした。来年度は R.I.会長に田中作次さんがなられます。来

年はリスボン（ポルトガル）で大会があります。皆さん是非参

加を。 

誕 生 日 

6/ 9  堀  美喜雄君       6/15 加藤あつこさん 

6/11  阿部  美男君ご夫人 

ニ コ ボ ッ ク ス 

梅村美知容さん 

昨日ロータリー研究会に参加しました。ありがとうございます。 

阿部  美男君 

妻の誕生日を祝っていただいて。 

【道家さん歓迎致します。】 

半泊  與則君 川村  智康君 岩田  満治君 横井  尚啓君 

伊藤  晋一君 星川  直志君 西脇  多吉君 入江由希子さん 

尾關實津成君 足立陽一郎君 渡邉  泰彬君 横井    登君 

柴山  利彌君 遠藤  友彦君 藤原  研一君 山田  浩二君 

香田  研二君

古川  康司君

小關  敏光君

宇都木  寧君

北村紀子さん 

杉浦  定文君 

横田  徳久君 

 

尾関  正一君 

加藤  昌之君 

木村  雅一君 

 

西脇  良一君 

堀  美喜雄君 

石黒    勉君 

 

 


