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壱毒屋手種画一タリータラブ
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例簔冒｜ 典曜冒 12:30
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意識を喚起し 進んで行動をCREATEAWARENESSTAKEACTION
2000～2001年艇RI会隆フランクJ ･デブリン
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鈩響侭………響きようの例会‘痔…響歸……笥
;第904回平成13年6月12日(火） 乳

t

蝶砦侭碧‘表ｼ砦示湾儘響歸響侭淫,侭響‘舞讐,病響侭雲念響侭櫻侭響,侭響録津侭坐

卓話 “｢80：20」の法則”

会員 永井 勝君

GSE帰国報告

大同工業大学誰師 渡辺博明氏

囹会員誕生日

浅井君(6/1)

魚津羽(6/11)

藤||Iさん（6/6） 小杉智(6/11)

-乱I陥沿（6/22）

へ

｜伊豫田幹事報告 ’

会貝魚津常裟潜が長期欠府されておりました

が木|]よりお兀気に,!lll,'if頂きました。

本｢I例会終j'後、呪・次年度III!｣|f役員会を|淵

雌いたしますので、現・次年度理事役員の方は

芙群の間にお雌まり下さい。

名北RCより1M記念誌と参加記念I!,1'! (ユリカ

カード）が来ておりますので、出席されました方

はお持ち帰り下さい。
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鈩碧』侭譽』‘債，……響先週の記録需一＝‘長ﾂ…諭
;第903回平成13年6月5日（火） 雨；
嵯裂侭響示響轟琴侭琴伝%善,‘長%學,侭智‘伝%響,侭琴侭謬龍繁亭,振艶塾,侭学‘長，淫,侭浄侭必

圏"君が代”“それでこそロータリー”

囮新入会員紹介

2

3

尾関会長挨拶

皆さん、こんにちは。私の挨拶もいよいよ簸後の

月になりました。本Hを入れて4Imlと云う』Ifですが、

ふり返ってみますと雑談のような話ばかりで私の職

業に|兇I係した話をしておりませんので、今日は職業

に|奥l連したり)の服装について、その｢|･'でも礼服と呼

ばれるものについて話をしたいと思います。

一般に礼服と11Vばれるものは、実はフォーマルウ

ェアとソシアルウェアに分徹されます。フォーマル

ウェアはその名の通り朧礼的な場1mで肴る服であり、

ソシァルウェアは社交のための服であります。どう

も'二|本ではこの二つが混同されやすく、雌.礼とゑう

のは何となくわかるがどうも､ﾄ|:交と云うのは何だろ

うと云う11になります。そこで便利な方法と云うわ

けで、どこへでも黒のダブルスーツで出かけると云

うリドになり、大安吉|と|のホテルのロビー弊でよく見

かける風紫であります。

フォーマルウェアは腓から正式の服で分けてみる

と節一正装は夜はテール・コートと呼ばれる燕尾1111、

綴間はモーニング・コー1,であります。1ll服の場合

は涌所紋の黒羽皇亜の紋服に下はII11台平の衿と云う

聯になります。

これに対してソシアルウェアの代表はなんと云っ

てもディナージャケット、つまりタキシードであり
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事業所

森｜湖文明

昭和24年11月3I｣

日本生命保険(相）名古屋東支社

千種区今池4-1-29

ニッセイ今池ビル7F

TEL741-0822 FAX741-0753

支社長

守山区小幡中1-33-2-202

小林明

生命保険

親|朧活動

地位

自宅

推薦者

職業分類

委員会

囹出席報告

会貝 70(63)名

出〃if率 8413%

前々回 5月22日

囹ビジター紹介

圏ゲスト紹介
ORIBE川究家

出ル'i# 53名

(修正出l'if*) 100%

1名

久野治氏
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I 論糠鯨暴テーマ 恭細憾砺蛎紙を脚刺してお‘り蓋す。



ます°アクセサリーさえしっかりしていればダーク

スーツでも充分役に立ちます。

又、ディレクター・スーツと云うl lil際的にも通川

する略礼服もあります。 ’ '水では昼と夜のIIIj方に通

用すると思います。これは照のスリーピースがベー

スになります。衿はピークドラペルで前の釦は1個

が正式ですが2つf｢1でもよく、 この方が汁る範|ﾉI:lが

広くなります。ヴェストは同色の蝶かク．レーでシャ

ツと蝶ネクタイやリボンタイなどのコーディネート

で雰囲気を変えることがIIII来ます。又、 このj､I､1のス

ラックスをモーニング川のコールの紬ズボンに変え

れば昼間の略礼装としては、 ド乎なモーニング姿よ

りおしゃれな感じになると思います。ワイシャツを

白、ネクタイを鯉にすればII) ,li:の時でも大丈夫であ

ります。

もう一つ、 アメリカやイギリスでブレザーとスラ

ックスで民族衣装的な服装やアイビーリーガーの様

に黒又は紺のフラノのジャケットに金ボタンとエン

ブレム、 スラックスはタータンチェックと云うtfい

人達の礼装もあります。

まだまだ話せばキリがありませんが今川はｿ}の礼

服について少しお話をさせていただきました。

たのは、それからであります。かくして岐阜県では、

IIt界から既成の概念にとらわれない人胆で、斬新な

発想や技術で創造的な活動を、産業文化として取り

入れるべく平成9年に、 「織部賞」を制定され、有難

いことですが、第一回の特別功労賞に私が選ばれ受

賞する光栄をにないました。

織部iﾙ究をはじめて、私としては15年の歳月がた

っていました。しかし茶聖とよばれる千利休に鮫べ

て、古1I1織部の知名度は低く、私は著書の巾でも識

演先でも「千利休は全国版占田織部は地方版」と

言って、 にIらを励まし、努力して参りましたが---歩

及びませんでした。こんな1 l惜しいことはありません。

そこで考えついたのが、素晴しい「オリベ焼き」

のやきものを海外に持ちだし、その評価をわが''1へ

輸入するということであります。これまでのわが|弱｜

の芸術は海外で評判がでると、わが国はこれに追随

するという風潮。さみしい事だが、 これが現実であ

ります。

先に私がストーリーを雪いたマンガ本「古[Ⅱ織部」

も、このほど英訳木ができました。そして、 「オリベ

焼き」というやきものも平成15年群、米国・ニュー

ヨーク市のメトロポリタン美術館において、 「大織部

腱」 （仮称）が開催されることが決定、すでに準備に

入っている状況にあります。

私は新11t紀を迎えながら、いまなお旧態から脱All、

飛びたてない現在をみて、声高く 「オリベに学べ」

と同.いたく思っております。

へ

"その後の古田織部について”

ORIBEIJI究家久野治氏

（紹介火｜ ｜秘）

團講演
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例会変更のお知らせ
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名古j寸沖RC

魁山一城北RC

名古屋名駅RC

名!!『屋名北RC

親睦例会の為

夜間例会の為

最終夜間例会の為

夜間例会及びI .DMの為

17時30分～

下期反省会の為、八勝館

最終夜間例会の為

今年度最終例会の為18113

6/25（月）

6/26㈹

6/27（水）

6/27（水）

6/30出

6/28（木）

6/28体）

6/28体）

ﾜ側
一

私が「いま、なぜオリベか」と題して、卓話をさせ

て戴いたのは、 、F成8年7119 1 1でありました。

みどり色の器としてオリベ焼きは知っているが、

古田織部は知らない。というやきもののlll1.にあって、

故里が生んだ武将茶人の俸大な改i'lli粘神( 141111 、奔

放、人lll1、創造、多様、多彩）に加えて、徳川家康

によって切腹させられたため、 i[ﾉ-『時代260年間は、

謎の人物として忌避されてきたﾉk派に、私は光をあ

て、その生地ならびに72fi:･のﾉk涯、 さらに切腹の原

因にいたる全てを、私の主な経雁にみられる如く、

｢占H1織部の11t界」という ･ llllをl:ll1j:し、 lltにI訴え、

その名醤II'1復とオリベの糀神こそ、 i1t紀末で混迷す

る社会に必嘆であると述べました。幸いにも私の苫

~謀が梶原ｷｲi岐阜県知uIFのlll↓にとまって、 21 11t紀に向

うll皮阜県の産業文化の発腱の根底に、 『lilll織部が桃

山ll寺代にはたした改'1l'(粘神を「オリベイズム」と、

位瞬づけて、 これが蒋及をはかるべく施策の腱洲が

はかられることになりました。

新聞、テレビが!lill l織部を採りあげるようになっ

名占屋瑞穂RC

名古屋西RC

名古屋人須RC
、 一

次年度理事役員会議題

新人会員候補者の件

長期欠席免除者の件

調務局賞与・精勤手当ての件

2000～2001年度、仮収支決算書のf1

1 .M実行委員会、組織表報告の件
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囮二コボックスは誌面の都合上､次回掲載と致します。

囮次回例会（6月19日）

『撒浪‘．新1廿代の経営と世代間共生．

東海学僅|大学経営学研究科教授 奈倉道隆氏

(紹介ル芭関召）

－2－


