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「富士山百景」聞き上手

会 長 挨 拶

植 田 眞 晴

先週末 静岡第2グループの3回目の会議が沼津リバーサ
イドホテルで行われ私と幹事の佐藤さんと出席しました｡
協議事項は幾つかありましたが 地区大会の事 そして
米山梅吉記念館についての事が主な内容でした。
皆様もご存知の通り 今年グループ編成が行われ これ
迄９クラブであったものが１２クラブとなり、米山梅吉
記念館の運営が富士・富士宮のクラブにも係わって来た
訳です。今回当クラブにも委員を出してほしいという要
請が来ており 次年度の組閣人事には加えざるを得ない
感じです・・・
任期は２年、会員の負担を考えると頭の痛い問題ですが
理事会で話し合って行きたいと思います。
面倒な事はさて置き 先日の日曜日 山歩会で上高地へ
行ってまいりました。
朝の６時 小雨の降る中、田辺整形外科医院駐車場に集
合 前の晩からギンギンに冷やしておいたビールを積み
込み満員御礼のサロン付きのバスは出発。
外の悪天候などは何のその バスの中は早朝にも係わら
ず大宴会の始まりです。たぶん我々のクラブは行き先が
何処であろうとこれがやりたくて参加しているのではな
いかと思う程の盛り上がりで 朝霧のセブンイレブンで
一回目のトイレ休暇を取った時の運転手さんの疲れた顔
が対照的でした。
やっぱり日頃の行いが良いのかその後雨もあがり 松本
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あたりまで来ると晴れ間すら見えて来て 大正池に向か
うタクシー乗り場では絶好の山日和となりました。あれ
だけバスの中で飲んでいた割にはみんな足取りも軽く梓
川の澄み切った水と遠くに見える穂高連峰の山々の幻想
的な景観に見とれ 思わずシャッターを。太陽からそそ
がれる暖かい陽射しと始まったばかりの紅葉を満喫しな
がらてんでに河童橋へ。６年前に故田辺恵造氏率いる山
歩会で来た時と全く変わらない同じ場所で集合写真を撮
り リュックに押し込んであった冷えたシャンパンで全
員一斉に「カンパーィ！」 喉に染み渡りました。
昼食は予約してあった帝国ホテルでコース料理を満喫、
赤ワインと特大のローストビーフは抜群の相性でした。
何よりも温かいパンと濃厚なバターが疲れを癒してくれ
ました。
帰りのバスの中で同席させて頂いた磯西さんとバンカー
の攻略法を教えてもらいながら「うちのクラブはまとま
りが良くてたのしいねー」と・・・
慌ただしい毎日の中で夢のような時間はあっという間に
過ぎてしまいました。
山歩会会長の田辺さん 副会長の岸本さん、大変お世話
になりました。

幹 事 報 告

佐 藤 昌 久

①例会変更のお知らせ
沼津RC メイクアップリバーサイドホテル 11:30〜12:30
②お知らせ（詳細は回覧をご覧ください）
・10月のロータリーレートは、１ドル＝112円
・地区大会10月28日(日)ご出席の皆様
会長 幹事 石井さん 榮賀さん 岸本さん
滝さん 田村さん 宮下先生 吉田さん 高橋
③会報回覧
沼津クラブ 赤十字NEWS

11月７日

卓話

11月15日

夜間例会（ボジョレーヌーヴォーを楽しむ会ー家族同伴）

親睦委員会

太 田 義 隆

☆私のスマイル
岸本泰次君 今日の卓話者は、安心堂静岡本店メガネコ
ディネーターの野口佳美さんです。
よろしくお願いします。
河童橋から見る穂高連峰と紅葉、帝国ホテ
ルのランチいかがでしたか。一寸秋を満喫
できましたね、お疲れ様でした。
中島康治君 お久しぶりです。
退会してから、小生の体の不調が色々と続
き、その都度、神の手を持つ医師に助けら
れ、ようやく２か月程前から普通に歩ける
ようになり、その訓練中、植田会長よりク
ラブの山歩会への、お誘いを頂き、参加さ
せて頂きました。田邊先生、岸本幹事さん
ほか皆様方の暖かい気遣いのもと、無事、
上高地を清々しく、又、気持ち良く歩く事
が出来て本当に感謝申し上げます。
磯西 昭君 山歩会お世話様でした。おかげ様で久し振
りの上高地楽しめました。
滝 克芳君 上高地では天気に恵まれ、楽しい1日でし
た。植田会長はじめ、手配していただいた
岸本さん、田邊さん、事務局の高橋さん、
ありがとうございました。
榮賀 明君 山歩会、上高地、心も洗われました。
田邊先生、岸本さん、高橋さん、植田会長
御苦労様でした。有りがとうございました。
山歩会メンバーより お天気に恵まれ、秋の上高地はす
ばらしかったです。大自然とおいしいお食
事満喫できました。みな様ありがとうござ
いました。
宮下正雄君 王子マテリア秋祭り楽しみました。
原川さん 榮賀さん 有難うございました。
上高地への山歩会家内も御世話になりまし
た。有難うございました。
等 健次君 上高地への山歩会素晴らしかったですね。
私は初孫の初運動会を楽しみました。
石橋広明君 遅れましたが、先日のポリオ募金活動御苦
労様でした。
池田正明君 先日、妻の誕生日に花をいただきました。
ありがとうございます。
例会後のコーヒーメンバーより 例会後のコーヒー、こ
れまた良いひとときです。

出 席 報 告

太 田 義 隆

2630回
会員数 計算会員数 欠席者数 出席者数
33名
33名
9名
24名
2628回 9/6確定
会員数 計算会員数 欠席者数 出席者数
33名
33名
6名
27名

出席率
72.7%
出席率
81.8%
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静岡メガネ店

野口佳美様

10歳若くなるメガネ選び《モテる男のメガネ選び》

モテるメガネ・・・とは？
仕事が出来る！ 人望が集まる！ 若々しい！ など・・・
基本のフレーム選び方について知っておきましょう。
眼鏡の縦幅を眉から顎までの1/3以内に収める。フレー
ムの縦幅が広い眼鏡を選んでしまうと鼻が低く見えてし
まいます。バランスを考えるなら眉から顎までの長さの
1/3以内に収まる縦幅のフレームを選びましょう。
顔幅と眼鏡の横幅が同じくらいになるフレームを選ぶ。
顔を小さく見せようと、顔幅よりも広いフレームを選ん
でしまうと、眼が寄っているように見えてしまいます。
顔の幅と近いフレームを選ぶと、スマートな目元を演出
することができます。
【丸顔のあなたは…】
イメージ：優しい かわいい 童顔 ★クール 知的 に変身
直線や角のあるフレームでシャープさを演出
◎似合うメガネは？
角のある「スクエア型」おすすめ。丸いフェイスライン
をシャープに見せ、クールで知的な印象を演出すること
ができます。また、ほっそりと面長に見せたい人には、
下の縁が無いハーフリム(ナイロール)か、天地の狭いフ
レームを選びましょう。
【面長のあなたは…】
イメージ：スタイリッシュ 都会的 クール
★優しい 親近感がわくように
フレーム下から顎までの長さを短く見せる。
◎似合うメガネは？
フレームが縦に長い「ウエリントン」タイプか、下にだ
けリムがある「アンダーリム」「オーバル」タイプのメ
ガネフレームがおすすめ。フレーム下から顎までの距離
を縮めることで小顔に見せる効果があります。
《知っておくと得するモテポイント♡》
1.眉とメガネのバランス
眉毛とのバランスを意識すると、より良いフレーム選び
が可能になります。基本はフレームの上の部分(トップリ
ム)と眉毛のラインが平行になるように選びます。
2.お手入れ
メガネは案外汚れやすいもの。レンズが指紋でベタベタ
はモテない証！メガネは水洗いOKなので朝、顔を洗うつ
いでにメガネも洗いましょう。水気を取り、テッシュで
きれいにふきあげれば男前がさらに上がります。
3.見えないしぐさはNG！
合わないメガネをかけていると目を凝らしたり、姿勢が
悪かったりと見た目に年齢を感じさせます。スマートな
しぐさで近くから遠くまで見るために、眼の状態や用途
に合わせたレンズ選びも重要です。
メガネに一目置いてください‼
編集者 岸 本 泰 次

