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会長挨拶：渋谷義徳会長  

みなさんこんにちは。今朝５時

５８分朝鮮がミサイルを発射し

たとの、エリアメールで目を覚

まされた方もいらっしゃるので

はないでしょうか。私もそのう

ちのひとりです。いつものよう

に５時４５分に起床し、身支度を整えているとこ

ろのニュースでした。警戒区域の中に新潟県が入

っていましたので、緊張してその後の報道に耳を

傾けていましたら、北海道襟裳岬上空を通過し

1180Km離れた太平洋上に落下した模様との発表

を聞いて、一安心しています。これから何が起こ

るかわからないので、事態を注意深くみつめて行

く必要を感じています。 

ロータリーの地区情報を報告いたします。 

８月２６日（土）地区国際奉仕フォーラムに石黒

幹事が出席、２７日（日）第１回地区ロータリー

財団セミナーに石川財団委員長と私の二人が出

席して来ました。どちらも会場はオークラホテル

新潟です。セミナーの次第に年次基金・総計・上

位５位クラブ、年次基金・一人当たり・上位５ク

ラブの表彰がありました。 

三条北ロータリークラブは総計で第２位、一人当たりでは第３位の表彰を受けました。2016-2017

年度寄付でしたので、金子年度の功績ですが、私がクラブを代表して表彰状を受取ってきました。

ちなみに、総計の第１位は三条ロータリークラブで、第３位は高田ロータリークラブで、一人当た

りの第１位も三条ロータリークラブで、第２位は高田ロータリークラブでした。 

さて、本日は卓話者としてミュウカラー代表 橋本 美和様にお出でいただいております。橋本様

にあやかり、私の挨拶も少し色気にまつわる話をさせてもらいます。 

色気といっても、みなさんが想像する内容ではなく、間もなく終わる夏を惜しんで、真夏の風物詩

である花火、その中でも線香花火の物語です。線香花火は、火がついてから落ちるまでの間に、火

花の様子が四回変わることをご存知ですか。最初に、チロチロと燃える様が「牡丹」です。次に、

パチパチと勢いよく音がなる「松葉」に変わります。だんだん火足が下がるのが「柳」。細い火花が

一本また一本と消えていくのが「散り菊」。これら四つの現象を経て、小さな玉になった火はポトン

本日の行事：卓話 

「色で人を引きつける秘訣」 

◆本日の出席：６５名中３６名    

◆先々週の出席率：６５名中５０名 76.92％ 

          （前年同期 80.30％） 

 

◆本日のゲスト： 

  ｍｉｕ ｃｏｌｏｒ代表 橋本 美和 様 

    

◆先週のメークアップ（敬称略） 

 ８月２５日吉田ＲＣ 樋口 勤 

２６日国際奉仕フォーラム（新潟） 

               石黒隆夫 

   ２７日Ｒ財団セミナー（新潟）  

          石川一昭、渋谷義徳       
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と落ちます。この燃え方は、昔から、人の一生にも重ねられてきました。この世に生をうけ、すく

すく育っていく様が「牡丹」で、「松葉」は青春時代から働き盛りの時期。人間的にも円熟味を増し

て「柳」になり、最後は衰えて火が消えるというわけです。一本の線香花火に使われる火薬の量は、

わずか 0.07グラムほどだそうです。耳かき二杯程度の火薬を和紙で撚って、線香花火は作られます。

その精緻な技術もさることながら、そこに人生をもなぞらえるあたりに、日本的な感性があるかも

しれません。 

秋を迎える前に今一度、線香花火の物語で残り少なくなった、日本の夏を味わってもらえたら幸い

に思い紹介させてもらいました。 

 

幹事報告：石黒隆夫幹事   

・地区ローターアクト委員長より 第２回地区行事登録のお願い 

           期日 10月 7日(土)・8日（日）   

会場・宿泊 新潟市アグリパーク 

・ＲＩ日本事務局より ロータリーレートのお知らせ 

           9月 1日より１ドル＝１０９円（現行１１１円） 

・地区国際奉仕委員長より  

フォーラム参加のお礼＆グローバル補助金プロジェクト参加のお願い 

・三条東ＲＣより 市内会長幹事会開催のご案内 

         日時 9月 8日(金)13：00～  会場 三条ロイヤルホテル 

・田中直前ガバナーより 地区大会の記録（ＣＤ）送付について 

            視聴ご希望の方は事務局まで申出下さい。 

 

委員会報告 社会奉仕委員会 

「尾木直樹講演会」のチラシを配布しましたが、帰りにポスターを持って帰って頂き

掲示をお願いします。 

＊＊＊＊＊ロータリー財団ボックス２９日現在累計１１８,０００円＊＊＊＊＊ 

米山 忠俊君 財団に協力 

石川 勝行君   〃 

落合 益夫君 ＢＯＸに協力 

石川 一昭君 先週財団のセミナーを受けて来ました。前年度第２位でした。渋谷会長が

表彰されました。皆様の善意に感謝致します。 

 

＊＊＊＊＊米山奨学ボックス２９日現在累計２１２,０００円＊＊＊＊＊＊＊ 

佐藤 弘志君 ボックスに協力 

大野 新吉君 孫子の為にも何時までも平和が続きます様～合掌 

吉田 文彦君 世界平和のためにも米山奨学会の活動にご理解下さいます様よろしくお願い

します。 

＊＊＊＊＊ニコニコボックス２９日現在累計１７９,０００円＊＊＊＊＊＊＊ 

岡田  健君 暑さも程々になりました。私も体調不良で苦しみましたが終わったと思います。秋

は元気でいきたいです。 

石川 友意君 橋本様の卓話に感謝して。今日は済みません早退させて頂きます。 

高橋 研一君 橋本美和様の卓話、楽しみにしております。 

森   宏君 今朝新潟の海岸をランニングしていたらサイレンが鳴り、ミサイルがこの地域を通

過したと聞き思わず空を見上げ、これが見納めかと思いました。 

佐藤 義英君 ＢＯＸに協力!! 
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吉田 文彦君 暑い夏が終わり実りの秋を迎えます。平和でみんなニコニコ。実り多い季節になり

ますように！ 

本田 芳久君 羽賀委員長に協力です。 

梨本 文也君 先週無事、４５回目の誕生日を迎えられ、ますます良い年になることを祈念して。 

中條 耕二君 講師の橋本さんは北海道生まれの方、卓話に期待して。 

石黒 隆夫君 橋本美和様、本日は三条北ロータリークラブへようこそ。当クラブの老人カラーを

変えて下さい。 

渋谷 義徳君 協力します。 

本間建雄美君 ニコニコＢＯＸをよろしくお願いします。 

羽賀 一真君 平和ボケ日本もさすがにいい加減、目を覚まさなければならないのではない

でしょうか。 

 

本日の行事：卓話「色で人を引きつける秘訣」  

講師紹介：高橋研一プログラム委員長 

橋本様は新潟の東明のマンションでカラースクルを開設されています。資格を多くお持

ちで放送局からも出演依頼が多数おありです。大変多くのセミナーや講演会で講師とし

ても活躍されています。よろしくお願い致します。 

 

ｍｉｕ ｃｏｌｏｒ 代表 橋本美和様 

〈プロフィール〉 

2010 年 9 月カラーサロン miu color を起業 

2013 年 10 月 miu color 合同会社を設立       

カラーコンサルタント 

イメージアドバイザー 

パーソナルカラー（似合う色） 

色彩学講師 

企業・学校・団体・での研修、 セミナー講演 

ヒューマンアカデミー新潟校 講師  結婚相談所 提携講師 

 

チョット緊張しております。今日は色で人を引

きつける魅力という事をお話しさせて頂きます。

短い時間ですが、よろしくお願い致します。 

私は色彩の講師と似合う色ということで色彩学、

パーソナルカラー（その人に似合う色）メイク、

髪型を含め診断しています。 

色彩学では色は何にでも付いています。人、物、

空間全てです。ブライダルプランナーさんに衣

装や空間カラー、WEB 系チラシ、建築系などい

ろんな処で色彩を含めお話しさせて頂いていま

す。 

ただ色がステキだったらいい物ではない。どう

いうイメージで作るかという事です。 

最近婚活の仕事が多いです。似合う色（第一印

象）、営業マンの方も相談にお見えになります。

就活のアドバイスもさせていただきます。イメ

ージと色はリンクしている。 

ラーメンはお好きでしょうか？三条と言えばと

いう味があると思いますが、自分が好きだから

と言って人によっては「まずかった」と言う事

もあります。美味しい、美味しくないはハッキ

リ言って好みです。好き嫌いも個人の趣味が入

ってしまいます。この男性素敵と言っても、「ま

あまあ」「いやよ」ということがあります。 

女性も男性も何時までも「素敵ね」と言われる

ような魅力を持って頂きたい。メラビアンの法

則、社員の面接等で入って来た瞬間に仕事がで

きる、できないが解ると思います。持っている

雰囲気で 1・2秒で決まります。婚活の場合、初

対面で「いいかな」と思う箱が 3 つあります。

「ストライクゾーンに入っている素敵」「生理的

にダメ」「普通だわ」生理的にダメは可能性が無

い。普通はだんだん好きになっていく可能性が

ある。恋人選びで性格、外見が上げられますが、

外見はその人を表している。見たときにイメー

ジができてしまう。いいイメージにしたいが外

見はその人を表している。身だしなみがあって

の色使いです。使い古している膨らんだ財布は
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領収書が溜まっている、仕事が遅いというイメ

ージを持たれてしまう。お財布と人間性は関係

性があると感じています。 

靴にも表れます。ブランドもので固めていても

汚れた靴は、部屋が汚いのでは・・と連想させ

てしまう。一つのことによって他の部分を連想

させてしまうことがイメージです。 

外見は内面を映し出す鏡です。「見た目で判断し

てはいけない」と言いますが、外見にはその人

の情報が詰まっている。整った身なり→誠実そ

う、だらしない→ルーズなイメージ、おしゃれ

すぎる「すぎる」はナルシスト（自己中心的）

に見られてしまう。身だしなみは相手の為にＴ

ＰＯに合せて選ぶ。おしゃれは自分の趣味。こ

れをはき違えている方が多い。似合う色の前に

身だしなみはマナーです。こういった話は最近、

企業さんから依頼があります。社員がだらしな

い。「女性社員にお化粧しなさい、洋服替えなさ

い」はセクハラになる。面と向かって言うと人

間関係が崩れそうな事を外部の講師（私）がづ

けづけ言う事が仕事になっています。好感度 1

位は清潔感のある服、個性を感じるおしゃれは

余り異性からはもてない。全身隙がないくらい、

モデルのようなパーティーのような服をいつも

着ていたら話しかけにくい。ちょっと隙がある

くらいの方がいいのでは・・・但し清潔感は押

さえておく。サイズ感はすごく大切です。若い

うちはスッピンでもいいのですが、ある程度の

年齢になったら、人と会うときのお化粧はマナ

ーです。 

相手の目が見えないというのは不信感を与えま

す。お仕事の時は色の入っていないメガネを。 

ある男性のコーディネートをしました。まず眼

鏡屋さん。10代の頃から同じ床屋さんでしたが

美容室に行きました。今は美容室でも床屋さん

のようにカットしてくれます。服を買いました、

ダブダブでしたがシュッとしました。今は全身

のスタイルがＩラインといって縦長の方が身長

も高くスタイルも良く見えます。ネクタイをす

るワイシャツは第一ボタンをはずすとだらしな

く見えます。首元がしっかりしている、ネクタ

イが無くてもスッキリするワイシャツを選んだ

ほうがいいと思います。自分はどう見られたい

のか、と考えるとイメージが作れます。ジャケ

ット着用の処にカジュアルにしていくのはマナ

ーとしてはどうか、ＴＰＯが大事です。 

わたしは今日ピンクを着ています。色の仕事を

している私が、白と黒を着ていたら「何なの？」

となると思います。色のお話しをするときはカ

ラフルな物を着る様にしています。ただセミナ

ーや講師の時にいろんな内容がありますので、

内容に合わせて黒のジャケットを着る事もあり

ます。色彩心理（色の印象）では白とブルーは

爽やかなイメージ、黒は色の中で一番暗い色で

す。黒を着て楽しそうとは思いません。但し黒

は高級感が出ます。装いで黒を着るとカリスマ

性という別の物が載ってきます。色彩心理を上

手に使って、どう見せたいか、見られたいか考

えてコーディネートする。男性も女性もメガネ

で雰囲気が変わります。最近、若い人は特徴の

あるメガネを掛けている方がいます。仕事の時

はこの印象的なメガネだけに目が行ってしまう。

仕事、プライベートなど雰囲気を損ねない物を

掛けて頂きたい。女性ですがパソナルカラーに

洋服を替えてメークしました。男性は着るアイ

テムも少なく、お化粧もしない。女性の方がす

ごく変わります。 

似合う色もそうですが、色彩心理も大きく係わ

ります。ピンクは優しそうに見られる。 

男性はメガネやスーツやネクタイの色が大事に

なってきます。組み合わせによってイメージを

変える事ができる。ただ似合う色、似合わない

色があります。 

肌の色、瞳の色によって違います。 

顔の反射によって、同じ色でも違います。 

抜粋したお話しで申し訳ありませんでした。 

色というのはいろんな処に付いています。好み

もありますが相手の目線から見て好印象を得ら

れる事を考えて頂くといいかなと思います。 

ご静聴頂きありがとうございました。 
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 パーソナルカラーは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誕 生 日             結婚記念日 

会  員     ご夫人   

石川 一昭 １０  石丸 咲子   １    渕岡  茂・文   １１ 

森   宏 １８  渡辺 育代  １０   神田 敬宏・トモ子 １５ 

田中耕太郎 ２０  岡田美代子  １３   浅間 一洋・陽子  ２３ 

 

 

ガバナーメッセージ「基本的教育と識字率向上月間によせて」（抜粋） 

９月は、基本的教育と識字率向上に取り組む月間です。 

ロータリーの目標は、地域社会が自らの力で基本的教育と読み書き能力の向上に取り組み、教育 

における男女格差を改善し、成人識字率を向上していけるよう支援を提供することです。 

日本においては、識字率はほぼ１００％でありますが、今日の世界には、基本的な識字力がない 

青少年が 1 億 300 万人もおり、その６０％が女性であるといわれております。 

学校に通っていない初等教育期の推定 50％が紛争の影響下にある地域に住んでいます。 

パキスタンのマララ・ユスフザイさんのノーベル平和賞の授賞式での講演を思い出します。 

彼女は、10 歳のときにタリバン勢力に通学していた学校を閉鎖され、15 歳のときに武装勢力から

頭部と首に 2 発の銃弾を受けましたが、一命をとりとめました。 

《ある日突然、美しい地元がテロリズムの地と化して教育は「権利」から「犯罪」になりました。 

400 以上の学校が破壊され、女性達はむちで打たれました。人々が殺されました。そして私達の素

敵な夢は悪夢へと変わったのです。 

世界は、基本教育だけで満足していいわけではありません。指導者達は、すべての子供に対し、無

料で質の高い初等、中等教育を約束できるようにこの機会を逃がしてはなりません。 

親愛なる兄弟姉妹の皆さん。なぜ「強い」といわれる国々は、戦争を生み出す力があるのに、平和

をもたらすことにかけては弱いのでしょうか。なぜ銃を与えることはとても簡単なのに本を与える

ことはとても難しいのでしょうか。 

なぜ戦車を作ることはとても簡単で、学校を建てることはとても難しいのでしょうか。 

現代に暮らす中で、私達は皆不可能なことはないと信じています。45 年前に人類は、月に到達し、 

恐らく火星にもまもなく降り立つでしょう。それならば、この 21 世紀には、全ての子供達に質の

高い教育を与えられなければなりません。 

男の子や女の子が子供時代を工場で過すのも、女の子が幼いうちに強制的に結婚させられること 

も、戦争で子供の命が失われることも、子供が学校に通えないこともこれで終わりにしましょう。 

ここからともに「終わり」を始めましょう。》 

世界中にいろんなネットワークを持つロータリーは、教育の男女差別、識字率の向上、教育機会の

拡大に貢献できると信じています。           

９ 月のお祝い 


