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2015 年 5 月のロータリーレートは１ドル＝ 118 円 2015 年 地区大会は 10/24 ～ 10/25

金沢百万石

LIGHT UP ROTARY ロータリーに輝きを 2014 ～ 15 RI 会長 黄其光 Gary C.K.Huang（台北 RC）
ふるさとを育み 世界平和へ 2014 ～ 15 2610 地区カバナー 永田 義邦（高岡 RC）
多様性と団結力を活かして楽しく活動する ~みんなちがって みんないい 会長 宮永満祐美

高崎 RC・金沢百万石 RC 合同例会

点 鐘
金沢百万石ＲＣ

宮永満祐美 会長

ﾛータリーソング

「奉仕の理想」

四つのテスト

金沢百万石ＲＣ 宮永 満祐美 会長： 高崎ロータリークラブの皆様 ようこそ 金沢にお

越しになました。ありがとうございます。

ここまで ご準備いただいた 田中会長 市川様 金会員本当にありがとうございます。本日は

短い挨拶で ということで ひとことフランスの哲学者の言葉で「ともは 再会の話を口にしなく

ても 再会することは 確信している」 とあります。友として 何度も交流していきましょう。

本日はどうぞ お楽しみください。

高崎ＲＣ 田中 久夫 会長：皆さん本日は大変なご準備をいただきまして、我々がこちらの

地に来る事ができました。有難うございました。思いおこすと４月４日に高崎に花見例会と称して

皆さんと芸妓さんにお越しいただきました。地元でもその後評判でして、上毛新聞に載ったりしま

した。あれ以降も成長しておりまして、現在会員数が１０８名となりました。前橋ＲＣ１１６名を

抜いて、なんとか一番になりたいというのが当クラブ全員の思いです。今日は楽しく過ごさせてい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

《 金沢三茶屋街芸妓による長唄踊り 》

乾 杯 高崎ＲＣ 市川 豊行

第 1 特別委員会委員長： 百万石の

皆さんには４月４日に北陸新幹線にて

高崎へ来ていただきました。今日は私

共も北陸新幹線にて金沢へ参りまし

た。新緑の美しい生命力のあふれる季

節に合同例会を開催することができる

のは、大変うれしく又６年前からこの

ことを計画してきた私にとっても大変

うれしいことでございます。金沢百万

石ＲＣと高崎ＲＣの会員皆様方のご健勝と両クラブのたくま

しい生命力を祝って”頑張りましょう”の発声で杯をあげたいと思います。

《 食 事 》
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第 788 回

高崎 RC・金沢百万石 RC 合同

19:00 滝亭

5/30 例会出席率 21/37 56.75 ％

4 月の平均出席率は 68.5 ％
SAA

井 口 千 夏 幹 事
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ニコニコＢＯＸ ￥ 28,000- 本年度¥509,0012- 残高¥5,952,417-
高崎ロータリークラブ様より

宮永会長：高崎ロータリークラブの皆様 ようこそ金沢へ

井口幹事：高崎ロータリークラブの皆様 本日はようこそ。金沢を満喫してください。

魏 会員：田中会長はじめ、高崎ＲＣの皆様ようこそ金沢へ！ご来訪を心よりお待ちしていま

した。この幸せな一時を共に過ごしましょう！

炭谷会員：高崎ロータリークラブの皆様、金沢へようこそ。私は今テニスの全仏オープンでの

ニシコリ・ケイの応援の為パリにいます。今回は残念ながら合同例会に参加できません。高崎

の皆様合同例会をそして金沢を楽しんで下さい。

両クラブ会長によるダルマの目入れ

新幹線がついたから、これから益々交

流できるでしょう。

姉妹提携調印式以来片目であった達磨さん

の両目が入りました。
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閉会挨拶 金沢百万石ＲＣ 魏 賢 任 会長ｴﾚｸﾄ：皆さんとの一時も間もなくおひらきにな

りますが、このご縁を末永く行き来をさせていただき、更に交流を深めていきたいと思います。公

私ともに金沢へお見えになられる際には、お声かけいただき例会にもお越しいただければと思いま

す。

ロータリーソング 「 手に手つないで 」

点 鐘 高崎ＲＣ 田中 久夫 会長

北國新聞 2015 年（平成 27 年)5 月 31 日(日曜日）
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翌日 高崎 RCの皆様と昼食会 5.31 ＡＮＡクラウンプラザＨ 雲海にて 13:00より

パストガバナーからの手紙 222回 2015.6.4

名著探訪その 4「美術の物語」E.H.ゴンブリッチ 著 炭谷 亮一

数々の美術本を読んだが、この本はすごい。初版から 63 年ロングセラーでベストセラー、そして美術界のバイブ
ルとさえ言われている。美術入門書ながら世界中で 700万部を売ったと言う、いや今現在も売れているそうである。
美術史を志す者の必読書と言われており、浅学な私はつい 2 週間前に読み終えたばかりだ。「美術の物語」ほど有名
で、世界中で広く読まれた美術書は少ない。

原始の洞窟壁画から現代の実験的な芸術にいたる、美術の全体を論じた入門書として、60 年以上の間この書の右
に出るものはなかった。私はこの書を手にし、通読してみて、ゴンブリッチ教授は真の美術史家であり、卓越した

見識・知性そして素晴らしい慧眼をもつだけでなく、論じる芸術作品への深い愛を読者に直接わかりやすく伝える

希有の才能を備えている。「美術の物語」が長く人気を保っている理由は、率直で単純な文体と物語をくっきりと浮

び上がらせる記述にある。著者の狙いは、「もっと本格的な美術書に出てくる、いろんな名前や時代や様式を、わか

りやすく整理できるように」することだという。

視覚芸術の心理学に造詣の深い著者は、「絶えず変化しながら連綿と続く伝統の中で、一つ一つの作品が過去を語

り、未来を指さす」ような美術史、「伝統という生きた鎖が、ピラミッド時代の美術から現代美術にまで延々と連な

る」物語としての美術史を、まさに目に見える様に描き出している。

私にとってこの書に文句をつけるとすれば、中国美術に対する記述はあるが、日本美術に関しての記述はまったく

ない、つまり日本美術を中国美術の亜流と考え、記述しなかったと想像出来る。しかし、その考えは誤りであると

私は断言したい。あの有名なフェノロサは以下の様に言っている。「日本美術は美至上主義者にとって久遠の歓喜を

もたらすテーマであり、日本美術に対する情熱の高まりは、ほとんど無限とも言える新鮮さが原因となっている様

に見える」と。私は特に日本美術の中で「浮世絵」は世界中の美術の中で表現力の上で、ひときわユニークな存在

合同例会高崎 RC出席者名 2015.5.30滝亭
１ ○ 阿久澤嘉一

２ ○ 新井徳治

３ ○ 市川哲名

４ ○ 市川豊行 バスト会長 特別委員会委員長

５ 市川恵子

６ ○ 岡本謙一

７ ○ 金井克智

８ ○ 金田悦郎 バスト会長

９ ○ 神澤利之

10 ○ 桑原幸雄

11 桑原悠嘉

12 ○ 佐藤克佳

13 ○ 塩川祐次 パスト会長

14 ○ 芝崎勝治

15 ○ 芝崎三津江

16 ○ 嶋方智之 副幹事

17 ○ 神宮嘉一 親睦委員長

18 ○ 須藤二三男 次年度幹事

19 ○ 須藤知代子

20 ○ 関口俊介

21 ○ 高瀬和利

22 ○ 竹山哲男

23 ○ 田中栄司

24 ○ 田中久夫 会長

25 ○ 富山俊吾

26 ○ 根本康弘

27 ○ 服部敏雄 副会長

28 ○ 羽鳥修司 パスト会長

29 ○ 治田芳久

30 ○ 治田初穂

31 ○ 広瀬雅美 幹事

32 ○ 深堀達義

33 ○ 丸山和久 副会長 （会長ノミニー）

34 ○ 三村治

35 ○ 茂木節夫

36 ○ 矢嶋真 副幹事

37 ○ 吉井宏文

38 ○ 吉崎裕

39 ○ 吉田吉太郎 バスト会長

40 吉田正子

41 〇 植松 巌

金沢百万石 RCからは 金沂秀 藤間勘菊 石丸幹夫 石丸恭子が出席
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ではないかと考えている。例えば「葛飾北斎」の「神奈川沖浪裏」の構図などは現代アートの先駆けであり、浮世

絵は世界の美術史に燦然と輝く金字塔である。

最後にルーブル美術館館長のロザンベールは以下の様に言っている。「モナリザに負けないほど有名なゴンブリッチ

の美術の物語は、学ぶことが喜びである様な本だ」と。

エルンスト・ゴンブリッチ卿（メリット勲位、 初版 1950 年

3 等勲位、英国学士院会員）は 1909 年にウィ ファイドン KK 出版

ーンに生まれた。1959 年から 1976 年まで 6,980 円＋ Tax
ウォーバーク研究所所長兼ロンドン大学古典学

科教授を務めた。1972 年にナイト爵に叙せられ、

1988 年にメリット勲位を与えられた。2001 年、

長く待たれていた最後の著書を完成した直後に

ロンドンにて没。『プリミティブなものへの好み』

として翌年ファイドン社から出版され、大きな

反響を得た。

－－－－－お知らせ－－－－－

南光州 RC から 45 周年記念式と会長役員離就任式への招聘状 南光州（クァンジュ）ロータリー

クラブ RI 加入承認 45 周年記念式および会長役員離就任式が 2015 年 6 月 29 日(月)午後 7 時光州（クァンジュ）ペ

イルリコンベンションで開催されます。

招請状をお送りしますので出席可能ならば参席者名簿をあらかじめ送られるように願います。7 月初めに光州（ク

ァンジュ）で Universiad 大会がありますので、ホテル予約の関係で来週までにご連絡下されば有難いです。

会長エレクト 魏 賢任 副幹事 大路 孝之

南光州ＲＣ創立 45 周年,新旧会長離就任例会御案内

1.日時：2015 年 6 月 29 日（月）18 時 30 分

2.場所：べイリ Convention(尙武地區)

招待状は郵便でお送りします。宮永満祐美会長様の祝辞と参席会員名単を 6 月 15 日迄お頼みいたします。

ＰＳ：今年青少年交流は南光州クラブがホストです。7 月 31 日（金）～ 8 月 5 日（水）ではどうでしょうか？

韓国南光州ＲＣ 朴 天 学

『会長・幹事慰労会並びに新入会員歓迎会』の開催について
今年度も残りわずかとなりましたが、2014-15 年度 宮永会長・井口幹事の慰労会並びに 12 月にご入会いただきま

した布施会員の歓迎会を開催いたします。

今年度最後の例会となります。今年度を振り返り、また次年度へ向け気持ちを新たにする懇親の機会になればと思

いますので、多数ご出席いただきますようよろしくお願いいたします。

日 時 ２０１５年６月２５日（木） １９時００分より

場 所 かなざわ 石亭 金沢市広坂 1-9-23（TEL：231-2208） 会 費 １万円

申込〆切 ６月１１日（木）までに事務局へお申込みください。

－－－－－－－－－－－－－－

会 員 消 息
吉田昭生会員からご夫人の写真展のご紹介
浄土宗の寺院のご住職や寺庭様の素晴らしい写真で

す。是非ご覧下さい。
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水野会員の工房見学
夜の合同例会の前に

金沢メモリアルホール集合 金沢市旭町 2-8-36
金沢市俵町ヨ６７ TEL 233-2007

「喬 屋」にてそばの昼食後

水野会員の工房へ 金沢市田井町 18-10
※金沢ﾒﾓﾘｱﾙﾎｰﾙから徒歩５分

水野陽子会員の友禅作家の職場を訪問しました。

多くの工程があって、あの加賀友禅はできるのですね。

宮永満祐美会長より

花の写真を送って下さい。編集部

季節の花 うつぼ草

2014 ～ 15 役員・理事・委員会
(役員） 会長：宮永満祐美 ｴﾚｸﾄ：魏賢任 副会長：若狭豊 幹事：井口千夏 副幹事：大路孝之

会計：上杉輝子 SAA：宍戸紀文 直前会長 野城 勲

（理事） 理事： 二木秀樹 北山吉明 金沂秀 藤間勘菊 西村邦雄 武藤清秀

常任理事： 石丸幹夫 吉田昭生 木場紀子

理事会オブザーバー・アドバイザー：パストガバナー 炭谷亮一 地区パスト幹事岩倉舟伊智 監査：後出博敏

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
(委員会) クラブ管理運営委員長：二木秀樹 副：東海林也令子 親睦：○武藤清秀 辰己クミ 水野陽子

金沂秀 川きみよ 上杉輝子 吉田昭生 杵屋喜三以満 魏賢任 大路孝之 高田重男

例会：（プログラム）○東海林也令子 宍戸紀文 川きみよ 吉田昭生（出席）野城 勲 藤間勘菊

SAA：○宍戸紀文 稲山訓央 ニコニコ：○稲山訓央 若狭豊 友好・ｸﾗﾌﾞ細則： 細則 CLP 検討 江守巧

富山西 RC との交流岩倉舟伊智 木場紀子 金沢北 RC との合同例会二木秀樹 杵屋喜三以満 高崎 RC との交流村田祐一

金沂秀 藤間勘菊 直前委員長：西村邦雄

奉仕プロジェクト委員長：北山吉明 副：水野陽子 職業：○永原源八郎 二木秀樹 大路孝之 稲山訓央

村田祐一 谷伊津子 社会：○村田祐一 谷伊津子 北山吉明 '新世代・青少年○北山吉明

国際：○西村邦雄 世界社会奉仕（Ｒ財団）西村邦雄 ラオス支援 魏賢任 藤間勘菊 描き損じハガキ 江守道子

米山奨学会 木場紀子 奨学生の世話大路孝之（カウンセラー）野城 勲 青少年奉仕 国際青少年交換上杉輝子

ローターアクト研究会稲山訓央 上杉輝子 直前委員長:木場紀子

会員組織委員長：金沂秀 副：江守巧 会員増強：○金沂秀 岩倉舟伊智 武藤清秀 宍戸紀文

川きみよ 稲山訓央 大路孝之 修練 前期石丸幹夫 藤間勘菊 後期木場紀子 江守巧

広報委員会委員長：藤間勘菊 副：石丸幹夫 広報：藤間勘菊 吉田昭生 ロータリー情報：炭谷亮一 石丸幹夫

会報・ホームページ：石丸幹夫 宍戸紀文 直前委員長 村田祐一

長期姉妹クラブ担当 南光州：金 石丸 岩倉 江守巧 東京世田谷中央：炭谷 岩倉 石丸 藤間

京都北東：炭谷 杵屋 水野 高崎： 石丸 村田 金沂秀 藤間 宮永

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（地区委員） 諮問委員会委員 地区ガバナー氏名委員会委員、クラブ奉仕部門Ｂカウンセラー 炭谷亮一

社会奉仕委員会委員長 ロータリーとふるさとを考える委員会委員 谷伊津子

地区監査委員会委員長 後出博敏 Ｒ米山奨学会委員会副委員長 藤間勘菊

友情交換委員会委員 宮永満祐美

例会場 ホテル日航金沢 5F 〒 920-0853 金沢市本町 2-15-1 T076-234-11111 例会日時 木曜日 19：00
事務室 ライブ１ビル 2F 〒 920-0852 金沢市此花町 3-2 T076-262-2211 F076-262-2241
E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/
事務局執務時間 月火水金 9：00 ～ 15：00 休憩時間 12：00 ～ 13：00 木 15:00 ～ 20:00

休日（土日祝日) 事務局員 西村有里 幹事 井口千夏

クラブ例会予定 2014-2015 年度
5/30（土）高崎 RC との合同例会 19:00 滝亭

6/4 洲崎 邦郎様

6/11 横山 方子様

6/18 クラブフォーラム

6/25 会長・幹事慰労新入会員歓迎会 石亭 19 時


