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2610 2009.3.5地区を代表して クラブ訪問取材 ロータリーの友

の取材に池辺史生（い
けべ ふみお）様（ロー
タリーの友編集者） 佐

藤 敬 （さとう たかし）様（カメラマン）が
クラブ例会に来られました。

先ず別室で会長エレクト、幹事や関係者と懇談
、後

例
会
に

。 、出席されました 翌日 は招龍亭にて２時間以上の懇談会があり3/6
クラブの活動の取材がつづけられました。ラストは藤舎麻衣さんの

10妙なる横笛の音を鑑賞しました。 この記事は百万石クラブの
周年記念行事であるラオス
国のＩＴセンター設立をは
じめ、 この１０年間の活
発な国際奉仕の功績がみと

5められ、ロータリー友に
ページに及ぶ記事が載る予
定です。
親睦２次会のご案内
今月の二次会（飲み会）の
ご案内 （木）例会後3/26
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年度例会予定 2008-2009
北ＲＣとの合同例会 松魚亭2/26 19:00

（ ）村田祐一会員 村田小児科医院 院長
「たばこのマナー」

越田和好様（越田静和堂店主・金沢北3/5
ＲＣ会員） 「日本の美」

高木眞理子様（子ども夢フォーラム3/12
代表 「チャイルドラインの動きと子ど）

もの状況」
波津 あきこ 様 （漫画家）3/19
“クラブフォーラム”3/26
大江真琴様（大凧上げ師）4/2
大樋年雄様（陶工芸家・金沢東ＲＣ4/9
会員）

（ ）4/16 RC米澤修一様 米沢茶店店主北 会員
大島廣靖様 （茶道・金沢ＲＣ）4/23
休会4/30
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池辺史生氏
名刺交換をする井上ガバナー補佐ら
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点 鐘
「それでこそロータリー」ＳＯＮＧ

四つのテスト
今日はロータリーの友副会長 挨拶

からわがクラブの取材に来られまし
た。 地区の代表クラブに選ばれ2610
た訳です。また井上ガバナー補佐もい
らしています。 江守巧会員がクリニ
ックを開業されましたが、如何です
か？

ゲスト紹介： 卓話者）越田 和好 様（美術商・越田静和堂店主北ＲＣ会員） 池辺史生（いけべ（
ふみお）様（ロータリーの友編集者） 佐藤 敬 （さとう たかし）様（カメラマン）
ビジターの紹介： 金沢西ＲＣ 井上三郎ガバナー補佐 金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二会員

今月の誕生者の紹介 ５名 ６日 江守 巧 会員 ２０日 竹田 敬一郎 会員 ２６日
山崎 正美 会員 ２７日 大沼 俊昭 会員 ３１日 野城 勲（いさお）会員

《 食 事 》
幹事報告・委員会報告

先週の合同例会は多数出席され有難うございました。多田利明幹事：
先々週の会報にミス記事があり今回訂正会報を発行しました。石丸幹夫会報委員長：

私のピアノ教室の生徒をコンテストでほめてくれたピアニス東海林也令子ニコボックス委員長
トの中村紘子さんが私に「ダブルテッカーうな重」をご馳走してくださることになり来週浜松まで

：行って来ます。
¥40,000- ¥639,136- ¥3,157,314-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高

（ロータリーの友取材者 「ロータリーの友」編集部から頼まれて金沢百万石ロータ池辺史生・佐藤敬様 ）

リークラブの活動の取材に参りました。楽しい話をお聞かせ下さい。いい写真を撮らせてください。

（第一分区Ｂ）久し振りにメーキャップに来ました。例会前に会長、幹事と井上三郎ガバナー補佐

懇談させて頂いて当クラブの活躍ぶりに改めて感心した次第です。今後ともクラブのご発展をお祈りし

。 。 。ます 今年はじめての出席です 本年もどうぞよろしくお願い致します香林坊ＲＣ小幡謙二様

越田様「日本の美」卓話楽しみにしています。池辺、佐藤様ラオスＩＴの取材有難村田副会長

うございます。井上ガバナー補佐様、訪問ありがとうございます。 越田様、ようこそ。多田幹事

卓話楽しみにしています。 越田様の卓話よろしくお願い致します。井上ガバナー補佐石丸会員

江守巧様ありがとうございます。ロータリーの友の池辺様・佐藤様よろしくお願いいたします。

越田さん、本日のお話を楽しみにしています。 越田様ようこそ。卓・道子会員 木村幸生会員

話を楽しみにしています。 越田様、今日はどうぞよろしくお願いいたします。先週は合同例会楽しゅうございま齋木会員

した。池辺様、佐藤様ようこそ。冬の金沢ごゆっくりお過ごし下さいませ。 ピアニストの中村紘子さんが私に東海林会員

「ダブルテッカーうな重」をご馳走してくださることになり来週浜松まで行って来ます。 越田さんようこそ。炭谷会員

当クラブへ。卓話楽しみにしています。 ※卓話者 より謝礼金をニコボックスして頂きました。越田好和様

『 日本の美 』 越田 和好 様（美術商・越田静和堂店主）講話の時間
【プロフィール】職業・美術商 （取扱品・美術品全般） 年 金沢市生まれ。 年 明治大学 経営1948 1971
学部 卒業。 大阪・阪急百貨店古美術街 平野釉古堂 勤務 年 越田静和堂 創業 年 金1976 1984
沢北ロータリークラブ入会 ～ 幹事 現在 金沢美術商協同組合会員・監事 大阪美術商協同組1995 96
合会員 名古屋美術商協同組合会員 富山美術商協同組合会員

先週は合同例会に出席され有難うございました。好き勝手の生活していましたら、医師から食事
を に制限され、食後のウオーキングもするようになりまして、今は元気です。1600kcal
私の本職は美術品ですので、其の話をします。日本での本当の美の観賞は平安・鎌倉で、当
時は書院飾りをきそいました。そこでお茶を飲んだわけですが、お茶を点てるのは裏の水屋
でした。利休になって四畳半の茶室が出来て、そこでお茶を点てるようになりました。はじ
めは掛け軸も花生けも対で置かれましたが、省略して一つになりました。
陶磁器はオランダの東インド会社が中国明朝から輸入していましたが、其処が鎖国してか

ら日本のの有田焼きになりました。 其の出荷港が伊万里でした。伊万里焼は秀吉が陶工を
朝鮮からつれてきましたが、其処に陶土があったせいもあります。 日本ではしばらく清朝
のまねをしていました。東インド会社としてはこれを中国のイミテーションとして利用し、
其の容器に香辛料や茶を入れました。鍋島焼きもやはり中国のマネです。しかし、柿右衛門
は日本独特のものです。いまではヨーロッパでは柿右衛門の山です。

さて古九谷ですが、元もと生地は九州から来て、釉薬が違う訳です。有田古九谷様式と言うべきでしょうか？古九
谷の窯跡がはっきりしません。破片が出てきません。 明治維新後は外国へ多くの美術品が出ていきました。特に
仏教関係は莫大な数です。今日もボストン美術館に眠っている日本の美術品が沢山あります。
今日の古美術ですが、今では床の間が少なくなって、そのための美術品の関心もなくなって来ました。特に若い人

点 鐘達にはそうです。米國では浮世絵にのめり込んでいる人もいて、其の関心は日本人以上です。
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