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鈴木雅登会場委員
「四つのテスト」
(株)アランブール 代表取締役 高田総一郎さん
名古屋栄RC　大野友三さん

：
：
：
：

出席率　77.8％

本日はお世話になります！！

11月22日は86回目の誕生日でした。

妻の誕生日にきれいなお花をありがとうございました。

妻の誕生日にお花をいただきました。
ありがとうございます。

今週はゴルフが多いです。　

先日、広瀬さんにお世話になりました。
ありがとうございました。

少し良いことがありました。

明日のゴルフ例会楽しみです。
目標スコア130です。

　皆さんこんにちは。先週福岡西RCとの
ボジョレーヌーボ例会、翌日の名古屋ゴル
フ倶楽部にての懇親ゴルフコンペが無事
に終了することができ、会場委員会、親睦
委員会、そしてゴルフ部会の皆さんご協力
ありがとうございました。福岡西RCの皆
さんからもお礼の連絡をいただいており
ます。昨日キリンホールディングスと吉本
興業が「笑い」が脳の認知機能を改善さ
れストレスを抑える効果があるとの研究結果が発表されました。笑
いが生まれる漫才の動画を見ると脳の血流が増えるなどの効果を
確認したそうです。研究は40才～65才の男女25人に人気コンビ
「ミルクボーイ」の漫才と新人コンビの漫才の動画を見た後の方が
課題を行う際の集中力が向上して回答が早くなったほか、脳の活性
化につながる前頭葉の血流量が約2.7倍増え、リラックスした時に
働く副交感神経の活動が上昇し心理的ストレス指標とされる唾液
中の消化酵素「アルファミラーゼ」の活性化を抑制する効果があっ
たそうです。先週は地球温暖化に係る世界会議COP26で私たちの
地球を守るためカーボンニュートラルについて話し合われましたが、
笑で身近な生活をより良くすることも必要ではないでしょうか。

栄
会長挨拶

第1986回例会

会員70名　出席49名  （出席計算人数55名）

堀慎治会長

幹事報告
11月26日(金)18:00より、長期ビジョン委員会が「宮きしめん 
伊兵衛」にて開催されます。
関係各位はご参加の程、よろしくお願いします。
次週12月2日(木)13:40より、第6回理事会をヒルトン4F「杉
の間」にて行います。理事・役員の方はご参加お願いします。
次々週12月9日(木)18:00より、クリスマス家族会を名古屋観
光ホテル3F「那古の間　西」にて行います。

　長野義明さんが米山功労者、ポールハリスフェローとして表彰さ
れました。

次回は、第422回12月ゴルフ例会は12/10(金)三好カントリー倶
楽部にて、忘年会は18：00よりあつた蓬莱軒「本店」にて開催され
ます。

愛知カンツリー倶楽部 東山コースにて第421回ゴルフ部会が開催
されました。
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田中宏幹事

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

ROTARY CLUB OF NAGOYA MIZUHOROTARY CLUB OF NAGOYA MIZUHO

創 立
会 長
幹 事
クラブ広報委員長
例 会 日
会 場

:
:
:
:
:
:

460-0003
名古屋市中区錦1-13-19 
名錦ビル7F 
052-211-3803
052-211-2623
2760_nagoya@mizuho-rc.jp
http://www.mizuho-rc.jp/

：

：
：
：
：

事 務 局

T E L
F A X
M A I L
U R L

2021-22年度
国際ロータリーのテーマ
奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために
（SERVE TO CHANGE LIVES）

2021-22年度
国際ロータリーのテーマ
奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために
（SERVE TO CHANGE LIVES）

2021-22年度
国際ロータリーのテーマ
奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために
（SERVE TO CHANGE LIVES）

2021-22年度
国際ロータリーのテーマ
奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために
（SERVE TO CHANGE LIVES）

Weekly ReportWeekly Report
2021-22年度
名古屋瑞穂ロータリークラブ
会長のテーマ
「瑞穂ロータリークラブを理解し、
瑞穂ロータリークラブライフを楽しもう」

2021-22年度
名古屋瑞穂ロータリークラブ
会長のテーマ
「瑞穂ロータリークラブを理解し、
瑞穂ロータリークラブライフを楽しもう」

2021-22年度
名古屋瑞穂ロータリークラブ
会長のテーマ
「瑞穂ロータリークラブを理解し、
瑞穂ロータリークラブライフを楽しもう」

1980年(昭和55年)1月10日
堀　 慎治
田中 　宏
櫛田　篤弘
毎週木曜日 PM12：30～
ヒルトン名古屋

1980年(昭和55年)1月10日
堀　 慎治
田中 　宏
櫛田　篤弘
毎週木曜日 PM12：30～
ヒルトン名古屋

1980年(昭和55年)1月10日
堀　 慎治
田中 　宏
櫛田　篤弘
毎週木曜日 PM12：30～
ヒルトン名古屋

出席報告 杉江建亮出席委員

米山功労者、ポールハリスフェロー表彰

ニコボックス 杉江建亮ニコボックス委員

名古屋栄RC　大野　友三さん

森　　恒夫さん

渡邉　将之さん

杉山　裕一さん

堀　　慎治さん

村上　　学さん

鈴木　淑久さん

内藤　晶文さん

委員会・同好会報告
ゴルフ部会11月度（421回） 開催日:11月26日(金)
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ネット氏名
優勝　長野　義明さん

2位　大嶽　達郎さん

3位　長瀬憲八郎さん



例会のご案内

■今週の卓話

クリスマス家族会12月9日（木）    

12月16日（木）    

第3回クラブフォーラム(年次総会)

時 間
場 所

18：00～20：00
名古屋観光ホテル3階
： 
：

■次々週行事

■次週の行事

12月2日（木）    
テーマ

卓話者

「21世紀をどう生きる」
～哲学を日常生活に～
一般社団法人 アイアイ・アソシエイツ理事
堤久美子さん

： 

：

特定フロンガスの全廃に向けてマレーシアで回収事業

身近な会員の話題

コロナ後に経営者が際立つ着こなし術
卓話

　太洋商事株式会社は、高圧ガスの製造業者としてフロンガスの販
売だけでなく回収から再生・破壊処理に至る一連の事業を行ってい
ます。
　先進国では19年から地球温暖化係数の高いHFCの段階的削減
も始まっており、24年には途上国でも削減が始まります。マレーシア
でもこれらに対応するため、法則化や回収処理を進めようとしてい
ますが、回収業者が少なく大気中への放出も未だ続いており、現地
の実情に対応すべくマレーシア進出を決断し、18年に現地法人を設
立しました。

堀慎治さん

(株)アランブール 代表取締役 高田総一郎さん

　こんにちは。「コロナ後に経営者が
際立つ着こなし術」というテーマで
お話させていただきます。経営者専
門オーダースーツサロン アプン
ティート代表　高田総一郎です。ど
うぞよろしくお願い致します。
　少しだけ自己紹介させてください。
私は岐阜県出身、大学卒業後に大手
アパレルメーカーに就職しまして、
2015年9月にアプンティートを始めさせていただきました。今年で
７年目になります。他のスーツ屋さんとの違いですが、まずは経営者
の方を専門に提供をしているということです。オーダースーツにどの
ようなイメージを持たれますでしょうか？私は1000種類以上の生
地の中からお客様に相応しいものをセレクトし、その方の体に合わ
せてスーツを作るという仕事をさせていただいております。また、も
う一つ当店の大切なコンセプトがあります。それは完全予約制のサ
ロンということです。東区葵のマンションの１室にサロンを構えてお
ります。経営者の方にとってスーツとは、ただの洋服ではなくてご自
身の素晴らしさを最も鮮明に視覚的に表現できるプレゼンテーショ
ンツールだと考えております。ですので、お時間を確保できる予約制
にこだわり、お客様の体型にオーダーメイドするのはもちろん、ご年
齢、ご職業、どのような人に会うか、どんなシーンで着るか、どのよう
な目標を持たれているか、等を聞かせていただき、お客様に相応し
いスーツをご提案させていただいております。これまでに、延べ
2500人以上の経営者のスーツをお仕立てしてきました。また、折角
お客様が経営者の方ばかりということで、お客様同士の繋がりの場
も提供させていただいております。
　今日お伝えしたいことは、コロナ後に、スタートダッシュするため
の存在感が際立つ着こなしのご紹介です。ポイントは、少しだけでも
構いませんので「印象を変える」ということです。自分の着こなし（洋
服）は周りの人からすると「景色」と捉えることができます。景色に変
化があると皆様も注目すると思います。例えば、山が紅葉しているの
を見ると「オッ！」と注目しますよね。それと同じようにご自身の着こ
なしに変化をつけていくことで周りから興味、関心を持たれ、「素敵
ですね！」「かっこいいですね！」に繋がります。まさに見た目から存在
感が際立ちます。
印象を変えるには、少しでも変化をつけるということが大前提にな
ります。昨今、ビジネスシーンでのカジュアル化が進んでおり必ずし
もスーツを着なくても良い時代になってきました（泣）。とは言うもの
の経営者はいつも周りの人から見られていますし、見た目で相手に
失礼があってはいけません。キチンとした装いが大切です。今回は
スーツスタイルよりカジュアルな印象ながらキチンと決めれるジャケ
パンスタイルのご紹介をさせていただきたいと思います。
①ネイビージャケット×グレースラックス×シャツ×ネクタイ
最も王道なジャケパンコーディーネートです。シーンに応じてイン
ナーに薄手のニットを使用しても素敵です。
②ネイビージャケット×ブラウン、ベージュ系スラックス
パンツを茶系に変えるだけでグッとカジュアル度が増します。茶系の

色はトレンドカラーでもありますので取り入れていただくとさらにお
洒落に着こなせます。
③チェック柄ジャケット×デニムスラックス
さらにカジュアルなアイテムを組み合わせます。ポイントは、休日に着
れるイメージのものをセレクトすることです。それをビジネスライクに
こなすことで周りに差をつけることができます。
　以上３つだけですがご紹介させていただきました。今までと印象
を変えるということをポイントに取り入れてみてください。コロナ後
は「お洒落ですね！」「素敵ですね！」と、さらに言われることを目指し
ましょう！キチンとした装いは周りからの印象が良くなるのと同時
に、ご自身に対して自信を持つことができます！コロナ後はこれまで
以上に装いにこだわってみてください！
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