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例会

◇点 鐘
◇国歌斉唱
◇ソング
“四つのテスト”
◇ゲスト並びにビジターの紹介
ゲスト：靴のつるが 釣賀 愛 様
◇会長挨拶ならびに報告
皆さんこんにちは。市民会館で車を止めて時間をつぶ
しておりました。射水神社にはすでに紅白の梅が綺麗に
咲いておりました。横を見たらかたかごも咲いておりま
した。
最近、相撲を見ておりますが、朝乃山はまた連敗しま
した。綺麗な姿勢の良い女の人を見るのが楽しみです。
どなたでしょうかね。
釣賀さん、卓話よろしくお願いいたします。靴といえ
ば、10 年前に高岡市役所で表彰されるときに、スーツを
着てめったにはかない靴を履いていったのですが、受付
の方に、黒いものが落ちたと言われ、何か分からず、そ
のまま歩くとまた落ちてを繰り返し、よくよく見ると、
靴底のゴムがむせて全部取れて皮一枚になっておりまし
た。釣賀さんに作っていただいたらそのようなことは無
いのにと思いました。
◇3 月在籍表彰
幸塚栄三君（30 年） 日下 要君（23 年）
◇3 月結婚記念日祝い
和田 徹君（ 5 日 49 年）山辺知代君（ 6 日 28 年）
唐澤英夫君（20 日 53 年）斉藤寿雄君（21 日 44 年）
日下 要君（24 日 56 年）藤井 均君（25 日 37 年）
福田宏治君（28 日 19 年）
◇3 月誕生日祝い
日下
要君（ 1 日 79 歳）荒木信幸君（ 6 日 45 歳）
福田 宏治君（13 日 50 歳）上田正宙君（14 日 53 歳）
吉谷奈艶子君（14 日 51 歳）勝山 功君（31 日 80 歳）
◇委員会報告
＊魚住雑誌委員長より「ロータリーの友」3 月号の紹介
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◇幹事報告
１） 本日例会終了後、理事会を開催いたします。
２） 次回 3 月 29 日（月）は、12：30 より Zoom での例
会です。
（担当：ニコ BOX 委員会）ご確認下さい。
３） 回覧：①会報 NO.29
◇ニコニコ BOX 報告
野尻会長：①今日は釣賀愛さん、卓話よろしくお願い致
します。
②朝乃山連敗しました。横綱は無理かな～。最近
は相撲よりも姿勢の良い、毎日ワンピースを着た
ステキな女性を見るのを楽しみにしています。身
動き一つされません。釣賀さんもステキですけど
勝山 功君：誕生日祝いを頂きまして
早川 勇君：野尻会長と吉谷幹事から出頭命令が出たた
め、久しぶりに出席しました。
宮崎外男君：本日卓話者として釣賀様をお迎えして。新
年会は大雪のため中止になり、お料理を振舞えず
残念でした。また機会があれば！
板坂敏雄君：昨日、子、孫に古希の祝いをしてもらいま
した。年をとったという感じです。
藤井 均君：結婚記念日のお祝いありがとうございます。
良いことがありますように！！
山辺知代君：結婚記念日のお祝いのお花、ありがとうご
ざいました。
荒木信幸君：釣賀さん、
本日はありがとうございました。
お会いできなく残念です。またよろしくお願いし
ます。
【今年度ニコ BOX 累計額 388,900 円】
◇出席報告

出席者 25 名 メイクアップ済 0 名

名誉会員

会員数

本日の出席率

1名

36 名

86.21 ％

3/8 例会
修正出席率
66.67 ％

◇本日のプログラム（担当：友好クラブ）
卓話「足と靴」 靴のつるが 釣賀 愛 様
【プロフィール】
梅花短期大学卒業
靴職人 中井松幸に師事
三年間修行ののち地元氷見
でオーダーメイド靴店「靴
のつるが」をオープン
氷見市の町の中に湊川とい
う忍者ハットリくんのからく
り橋有名な川が流れており、
その川沿いに工房があります。
つつじや桜が彩ります。
紳士靴と婦人靴を、履く方
の足をはかり最後まで手作り
しております。
氷見で取れた魚の皮で
作った靴。最初は臭い
がきつい事や、革を加
工する工房に持ち込ん
でもこれは革ではなく
干物だといわれたりし
て、散々な目にあいました。姫路で魚の皮を使った革を
作った方がいらっしゃって、形になりました。革をなめ
す作業は、共同で行っていた方がメインでオリジナルブ
ランド「tototo」を立ち上げて、色々なアイテムを販売
しています。
靴のほか
にもこのよ
うな小物を
作っており
ます。

氷見の漁師は昔和船で漁
をしていました。それが
天馬船といわれていて、
その船頭さんの靴を魚の
皮で作りました。漕ぎ手
を募集していますので、
腕に覚えのある方は是非
お声掛け下さい。
また、占いもしており、その時にやりたいことをやっ
て暮らしております。
私は靴が
合わないと
か、足の形
で悩んだこ
とが無かっ
たのですが、
師匠の店で

働き始めてから、
足や靴の悩みでいらっしゃる方が多く、
びっくりしました。靴が合わなくても履いている方が多
いです。自分の足のサイズですら把握している方は少な
いです。左右差や形も分かってない方が大半です。
一概に 4E と言ってもメーカーによって違うのですが、
履物文化が短いからかあまり関心がないようです。
以前いらっしゃったお客様
で、足の幅が広くて合う靴が
ないと言っていましたが、実
際は、外反母趾の反対の内反
小趾でした。足には 3 つのア
ーチがあり、土踏まずのとこ
ろが内アーチ、外側にある前
から後ろにかかるものが外ア
ーチ、前の部分のつま先より
かかとよりに横アーチがあります。その 3 つのアーチが
あるために加重が分散されています。それが崩れると、
疲れやすくなったり、
たこが出来て歩きにくくなります。
その対策として、靴で行うのは難しいのでインソール
を上手に使ってアーチを作り、歩き方を替える事で症状
が改善されると思
います。インソー
ルはオーダーメイ
ドすることが出来
ますので是非ご利
用下さい。
〓3 月定例理事会の報告 〓
１．各種団体への寄付について・・今後の例会にて
《今年度寄付》2 団体へいつ行うか
①アレッセ高岡への支援（100,000 円）
→4/4（日）卒業・進級パーティあり
②オタヤこども食堂への支援（50,000 円）
２．今後の例会について・・承認
・4/5→観桜例会（親睦活動）
・フォーシーズンでの例会（仮押さえ済み）
・4/12→IM 報告（会長・幹事）YouTube 放映
・4/19→地区研修・協議会報告（会長エレクト）
・4/26→卓話（社会奉仕）オタヤこども食堂様
・5/3→法定休日のため休会
・5/10→卓話（国際奉仕）アレッセ高岡様
・5/17→クラブ創立記念例会（会場監督）
・5/24→青少年奉仕月間に因んで（青少年奉仕）
・5/31→クラブフォーラム（幹事）
；卓話へ
・6/7→会員卓話（前田央会員）
・6/14→卓話（出席）
・6/21→最終夜間例会（親睦活動）
・6/28→例会取消
＊富山アラートは 2/15（月）よりステージ 1 へ緩和
＊緊急事態宣言は 3/21（日）に解除

