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卓話『一度で人生が好転する、福装コーディネート術』
【 会長挨拶 】

井村 廣巳 会長

あじさいの花もそろそろ咲き始め雨の季節になってきました。
加藤髙白 南グループガバナー補佐、
田中

隆 南グループ幹事ご来訪ありがとうございました。

今日の例会を入れてあと４回です。
「千里の道も残り一理もって半ばと為す」と云います。
お二人のご来訪は最後まで緊張を保つようにとのお計らいではないかと
思います。更にパストガバナー補佐の須田さんもいらっしゃっています。

永澤 球子 様

≪例会プログラム≫
【司会】
成田 恭隆
例会進行委員
【開会点鐘】
井村 廣巳 会長
【ロータリーソング】
ソングリーダー
藤林 良昭 君
『我等の生業』

緊張して例会を始めたいと思います。
本日卓話講師の永澤さん会員一同楽しみにしています、宜しくお願いします。
１１時から例会場にて本年度の最終理事会が開かれ慎重審議頂きました。
理事の皆さん被選理事会から数え１年６カ月ありがとうございました。

【 幹事報告 】

小宮 延雄 幹事

① 八王子南ロータリークラブより、
７月の例会変更のお知らせが来ています。
② 東京調布むらさきＲＣより、
創立２０周年記念誌が来ていますので回覧いたします。

【 ガバナー補佐挨拶 】

加藤 髙白 ガバナー補佐

本日はお礼に参りました。
この時期になると、１年は早いなぁ〜と感じます。
井村会長、小宮幹事をはじめ、日野ＲＣの皆様に
大変ご協力いただき、無事に職務をまっとうできました。
日野ＲＣは４５周年という事で、式典等の準備も進んでいた事ともいますが、
震災の影響で中止となり、特に実行委員会の皆様方は、残念な思いをされた
のではないでしょうか。
しかしながら、その資金を即座に義援金に拠出し、地域社会への奉仕に
ご尽力されている姿は、ロータリークラブの見本だと思います。
本当に、１年間、ありがとうございました。

【ヴィジター・ゲスト紹介】
卓話講師
株式会社Ａｉｎａ
代表取締役
永澤 球子 様
ＲＩ第２７５０地区
多摩南グループ
ガバナー補佐 加藤 髙白 様
グループ幹事 田中 隆 様
東京八王子東ＲＣ
名誉会員
須田 和夫 様

【ニコニコ報告】
仲谷 政毅 親睦･会報委員
【出席報告】
山村 侑偀 出席委員
【ガバナー補佐挨拶】
加藤 髙白 ガバナー補佐
【会員Ｐ委員会・次年度幹事】
和田 達也 次年度幹事
【ゴルフ会】
野村 圭伊 幹事長
【卓話】
株式会社Ａｉｎａ
代表取締役
永澤 球子 様

【 会員プログラム委員会・次年度幹事 】

和田 達也 委員長・次年度幹事

＜会員委員会より＞
会員増強活動をしていただいていると思いますが、次年度への引継ぎの関係もあるので、
新たな候補者がいましたら委員会までお知らせください。
＜プログラム委員会より＞
来週は引継ぎ例会を予定しています。
引継ぎが必要な委員会の委員長さんからクラブ全体に発表していただくことにします。
予定している委員会は、例会進行委員会、出席委員会、親睦委員会、社会奉仕委員会、新世代奉仕委員会です
＜次年度幹事より＞
多摩南グループより高校生のインターンシップ受け入れの募集案内が来ております。
今回は八王子北高校の 100 名強の受け入れを要請しております。
期間は７月 26 日（火）〜28 日（木）の 3 日間、1 社あたり 1〜5 名とのことです。
締切は 6 月 20 日（月）となっておりますので、受け入れ可能な方はお申し出ください。

【 ゴルフ会 】

野村 圭伊 幹事長

６月１３日、東日本大震災チャリティーゴルフでは、ホストクラブとして
参加者をお迎え致しますので、当会メンバーは全員７：００に桜ヶ丘カントリー玄関前に
ブレザー・ワッペン着用でご集合下さい。

【卓話：一度で人生が好転する、福装コーディネート術】永澤 球子 様
株式会社Ａｉｎａ
代表取締役 永澤 球子 様
オシャレな祖母と母に育てられた影響もあり、小さい頃から洋服が大好きな子供でした。
また、１歳半の時には、パジャマを自分で着ていたというくらい、独立心もありました。
そんな私ですので、アパレルでの７年間の販売員経験を活かし、結婚＆退職後に、
ロミロミというハワイアンヒーリングサロンで起業し、お客様の要望もあり、
今年から、エグゼクティブ向けのファッションコーディネーターとして活動しています。
これさえできれば完璧『福装コーディネート１０のポイント』
１．アクセサリーは必要最低限に
２．シンプルと地味を間違えないこと
３．流行よりも、季節感と自分らしさを
４．欠点は最高のチャームポイント
５．若作りは８歳減まで！
６．どこかで味足し、どこかで引き算
７．安かろう悪かろう（長期的に考える）
８．イメージ(テーマ)を決めるとキマる
９．好きな色と似合う色を間違えないこと
10．自分独自のラッキーカラー・ラッキーアイテムを持つ
以上の１０項目を意識すれば、皆さんもバリッとして、かっこいい＆デキるようになります！！

【 ニコニコ報告 】 仲谷 政毅 親睦･会報委員
本日のニコニコ： 23,000 円／累計 832,845 円
ビジターフィー：

2,000 円／累計

24,000 円

加藤髙白Ｇ補佐
田中隆 Ｇ幹事

日野ロータリークラブの皆様には、この一年間、大変お世話になりました。
井村会長、小宮幹事、無事に大役を終えられることをお祝い申し上げます。

井村廣巳

君

加藤ガバナー補佐、田中グループ幹事、１年半の長い間ご苦労様でした。
また、今後も良いお付き合い、お願い致します。

小宮延雄

君

加藤髙白ガバナー補佐、田中隆グループ幹事、本日のご来訪ありがとうございます。
卓話、永澤様、よろしくお願い致します。
本日６：３０より、第４回クラブ協議会がありますので、よろしくお願い致します。

藤林良昭

君

先日、京都に行ってきました、ついでに比叡山延暦寺に言って来ました。

山口徹雄

君

４日前、中学校のオヤジの会会合で、見知らぬ方から「ロータリーの方ですよね！？」と
声を掛けられました。昨年のＢＨに娘さんが参加したとの事で、とっても感謝されました。

和田達也 君

西山さん、ナイスバーディー！！

山下雅弘

アイナさん今日は卓話にお越しいただき有難うございます。

君

今朝の早朝ゴルフで負けたのでニコニコします。
西山さんナイスＢＯＤＹ！！

西山尚之 君

初ニコニコ。久しぶりにゴルフやりました。運良くバーディー取れたのでニコニコです。

田中くに子君
（事務局）

加藤ガバナー補佐、田中グループ幹事、須田八王子東ＲＣ名誉会員、の皆様
ご来訪ありがとございます。

【 出席報告 】山村 侑偀 出席委員
＜事前のメークアップ＞
杉田純一 君（次年度クラブ協議会）
小倉裕美 君（奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会）
大谷明久 君（４５周年実行委員会）
小峯敏夫 君（次年度会報委員会）
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【 今後の予定 】
■6 月 15 日■ 新旧引継ぎ例会（クラブ奉仕部門・奉仕プロジェクト部門）
■6 月 22 日■ 通常例会場

会場：高幡不動尊会議室

最終例会（精進料理）

■6 月 29 日■ 2010‑11 年度

最終例会

■7 月 6 日■ 2011‑12 年度

初例会

点鍾 18：00

場所：パレスホテル立川

≪例会変更のお知らせ≫

≪ローターアクトクラブ例会予定・活動予定≫

八王子 RC
八王子南 RC
飛火野 RC
多摩 RC
多摩ｸﾞﾘｰﾝ RC

例会場：日野ＲＣ事務局 ／

6/30
7/13
6/14
6/21
6/22

最終夜間例会
プロバス表敬訪問、7/27 夜間例会
ほたる鑑賞会(12 日)、6/28 夜間例会
夜間例会、6/28 休会
夜間例会、6/29 休会

時間：19:00〜20:30

・6/ 7(火)

第 948 回例会（アコス日野事務所にて）

・6/21(火)

第 949 回例会（アコス日野事務所にて）

※ ローターアクトの例会はメーキャップになります！

東京日野ロータリークラブ会報
事務局：〒191‑0042 東京都日野市程久保 3‑37‑3
℡：042‑594‑3711 fax：042‑593‑0510
例 会：毎週水曜日（12:30 より） 例会場：高幡不動尊客殿
ＵＲＬ：http://www.hino‑rotary.org
メール：info@hino‑rotary.org
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廣巳
延雄
雅弘
正剛 ・ 仲谷 政毅
利夫 ・ 小峯 敏夫

