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10 月は経済と地域社会の発展月間/地区米山月間です 

【前回の会長挨拶】（第 2044 回例会） 

新年度が始まって３カ月が過ぎようとしています。地区大会まであと一カ月、会員皆様

のご協力を重ねてお願い致します。 

今日はワイシャツの話をしたいと思います。ワイシャツの裾は左右が短く、前後が長く

大きな波型にカットされております。通常ズボンを脱ぐことは無いのですが、何故裾の

カットが真っすぐではなく、あのような形なのか不思議に思いませんか？ワイシャツの

波型の裾は、もともと「下着」を兼ねていた時の名残からだそうです。ワイシャツらし

き物が生まれたのは、１７世紀頃で白いシャツが基調なのも、そもそも下着だったからであります。当時の人

達はパンツをはかず、そのままズボンを穿いていたのですが、下半身の大事な部分も布でくるんだ方が衛生上

も好ましい。そこでワイシャツの裾の前後を長くしてパンツとして機能させていたのです。ワイシャツが日本

に普及してきてからも裾は、波型が続いているわけであります。また「ワイシャツ」の語源ですが、これは英

語の「ホワイトシャツ」が、訛って生まれた日本独自の言葉ですので、外国ではまったく通用しません。最近

はシャツの裾を出して着る機会が多くなって来ております。アロハシャツ・Ｔシャツはストレートなのにワイ

シャツはなぜ波型なのかな（？）って思った事もありますが、まさか下着の名残とは思いませんでした。 
 

【前回の例会】    「全員協議会」 地区大会全体会議Ⅲ 

いよいよ、地区大会本番まで残すところ 1 ケ月となりました。準備のほうは着々と

進んでおりますが、まだまだ変更ですとか、問題点も残っております。皆さんにお

かれましては、全員一致団結して、この地区大会を成功させたいと思っております

ので、是非、地区大会事務局にも足を運んでいただき、お手伝いしていただきたい

と思っております。本日は運営サポート会社のピスタチオさんから当日の台本の説

明をしていただきます。また、１５日・２９日に於いては、現地でリハーサルを予

定しておりますので、宜しくご協力をお願いいたします。 

10 月誕生日おめでとうございます 皆出席おめでとうございます！ 
 

チャリティーバザーのお願い ようこそ！本日のビジター 

ご来訪者岡崎ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ副会長 高橋真咲君 

幹事報告(稲垣幹事) 

■ 地区指名委員会より 2018-19 年度ガバナーノミニ

ー・デジグネートが選出の報告がありました。 

村井總一郎君（豊橋ＲＣ）㈱ビオック 代表取締役

会長 1951 年 11 月生 

■ 東日本大震災青少年支援連絡協議会より、「ロータリー

希望の風奨学金」のお礼状が届いております。 

■ 10/4(日)星城大学ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院で５期ＲＬＩ(ﾛｰﾀﾘ

ｰ･ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会Ⅱ)に小林ｴﾚｸﾄが出席されます。 

■ 10/1(木)19 時～リブラでの岡崎ローターアクト例会

に原田ローターアクト委員に出席していただきます。 

■ 10/8(木)は定款第６条１節の規定により休会です。 

■ 10/15(木)はＷナゴヤキャッスルにて 11:30 受付開

始 12:00 随時食事 12:30 例会～となります。 

ビジター報告  [岡崎 RC]1 名・[岡崎南 RC]1 名 

出席委員会  本日の出席率 92.59%(欠席 4 名) 

前々回(9/17)修正出席率 98.18％(欠席 1 名) 

「全員協議会」 地区大会リハーサルⅠ 

4３期【No.13】第 2045 回例会                       2015/10/15
     （過去 3 回の修正出席率  9/3 98.11％ 9/10：98.15％ 9/17：98.18％） 

【本日の卓話】 
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ロータリー財団委員会 ご浄財をお願いします。 

社会奉仕委員会 鬼怒川水害義捐金の支援協力。 

米山奨学委員会 10 月は米山月間です。本日又は第

四例会に寄付をお願いします。 

雑誌委員会 ロータリーの友 10 月号の紹介 

ニコボックス委員会 
 浅岡謙治君 ｸｲｯｸｽ様ﾋﾟｽﾀﾁｵ様よろしくお願いします。 

 稲垣寿君 今日の理事会、よろしくお願いします。 

 池田正君 今月、司会を担当します。 

 三浦泰廣君 地区大会、頑張りましょう。 

 安井健次君 あづま会、優勝しました。青山さん、あ

りがとうございました。 

 小木曽進君・長坂勲君 ニコに協力いたします。 

 草野信隆君 途中退席させていただきます。 

 草野信隆君・水野恒彦君・春名祐樹君・林孝夫君 

 皆出席を喜んで。 

 

10･11 月の例会予定 

例会予定 例会会場 内容 

10/22(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」「私と日本」米山学友 高 爽様 

10/29(木)12:30～ ウエスティンナゴヤキャッスル 「全員協議会」地区大会リハーサルⅡ 

11/5(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」「新会員卓話」会員 稲吉紀久君 

11/12(木)18:00～ 「魚清」 親睦慰労夜間例会 

11/19(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」「ﾛｰﾀﾘｰ財団月間に因んで」職業研修ﾁｰﾑ委員長 福田哲三君 

11/26(木) — 定款第 6 条第 1 節の規定により休会です 

他クラブ例会変更・休会のお知らせ 

変更予定日 RC 名 サイン受付場所 

10 月 16 日（金） 安城 定款第 6 条第 1 節の規定により休会 

10 月 20 日（火） 岡崎南 岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30 

10 月 20 日（火） 岡崎城南 岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30 

10 月 20 日（火） 豊田中 名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00 

10 月 21 日（水） 知立 ホテルクラウンパレス知立 510 号室 11:30～12:30 

10 月 22 日（木） 豊田 ホテルトヨタキャッスル１階 11:30～12:30 

10 月 26 日（月） 豊田三好 三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15 

10 月 27 日（火） 岡崎城南 岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30 

10 月 30 日（金） 安城/西尾 KIRARA 定款第 6 条第 1 節の規定により休会 

同好会便り 

同好会 開催予定日 場所 内容 

あづま会 11月24日(火) 名古屋グリーン 定例会  （10 月定例会はありません） 

ひよどり会 未定 未定 定例会 

写楽会 有志による写真をメーリングリスト･例会場にて掲示 

【富士山一周グルメの旅】     平成 27 年 9 月 20 日(日)      西脇謙二君 

富士山一周グルメの旅を開催致しました。全国浅間大社の総本山

である富士宮浅間大社や天然記念物である富士山の伏流水に水

源を発する湧水地、忍野八海などへ出掛けました。ランチは銀座

スエヒロの富士店でおいしいステーキを食し楽しい1日でした。

シルバーウイーク渋滞にはまり長時間のバスの旅でしたが、皆さ

んと時間を共有できたことが何よりでした。これからも皆さんの

お声により楽しい時間を過ごしていけたらと思います。  

今月の BGM   タイトル名 ： ＣＯＮＣＩＥＲＴＯ（コンシェルト）【邦題 アランフェスト交響曲】

作 曲 者 ： ＪＩＭＨＡＬＬ（ジムホール） 1930 ～ 2013 

          ※ ニューヨーク・バッファロー生まれ 日本でも有名なジャズギターリスト 


