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本日の行事予定 (2017 年 3 月 17 日) 

第 3099 回例会 

卓話担当：寺田晏章君 

講  師：野球解説者 犬飼俊久氏 

演  題：「今年のドラゴンズは？」 

 
先回の記録 

第 3098 回 ’17 年 3 月 10 日（金）晴れ 

卓話担当：堀田力男君 

講  師：音楽家 正水百代氏 

演  題：＜気軽に楽しむ音楽会♪＞ 

～30分で行く音楽世界旅行～ 

ストレッチ体操 中野義光君 
ロータリーソング 「Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ」 
ソングリーダー  伊藤幸蔵君 
会 員 総 数    67名  2月 18日例会分訂正 
出席免除会員    22名   欠 席 会 員    0名 
本日出席会員    56名   MAKEUP会 員    0名 
本日の出席率  83.58％  訂 正出席 率   100％ 
超 過 出 席 伊藤基君、山田公男君(第 22 回津
島東高校ＩＡＣ例会)、浅井彦治君、後藤務君、猪
飼充利君、伊藤祥文君、三谷栄一君、中野義光君、
野々山勝也君、佐藤敬治君、田中正明君、山田章
博君、山田勝弘君（西尾張分区ＩＭ二次会）、佐
藤敬治君、猪飼充利君、杦田勝彦君（地区Ｒ財団
補助金セミナー）、伊藤幸蔵君（稲沢ＲＣ） 

 
会長挨拶 

浅井彦治会長 

アートセラピー（芸術療

法）という言葉があります。

創作活動の中で自由に自

分を表現する心理療法で

す。言葉よりも心や感情を

表現しやすい療法として

知られています。ハッキリ

した言葉では表現できない、複雑で曖昧な感情で

も、イメージをアートにすると表現できることを

利用して、自由な自己表現の中で自分の内面と対

話し、自分の本当の感情に気が付くことを目的に

している方法です。 

私もアートには興味があるほうで、世界中の

色々な作品を見ることは好きなほうです。どちら

かというと現代アートよりも少し前のもののほう

が落ち着きます。 

今年 90歳になる叔母の薦めもあって、数年前に

名古屋市美術館開館 25 周年記念に出向いてから

好きになった、上村松園という女性の画家につい

てお話をさせていただきます。 

彼女は京都府下京区に生まれた女性で、その人

生を通して「美人画」を描きました。1948年、女

性として初めて文化勲章を受章し、息子の上村松

篁（うえむらしょうこう）、孫の上村淳子（あつし）と、

三代続く日本画家の家系です。 

女性でありながら女性の美を追求した彼女は、

女性から見た理想の美しさの追及に生涯をかけた

女流画家だったと思われます。 

彼女の「美人画」はというと「美しい女性を描

いた絵」と思いがちですが、「女性の美しさを強

調して描いた絵」ではなく「女性の美しさを」描

いた絵画だと言われています。作品を見ると清ら

かで気品に満ち、人々の心を魅了してやみません。 

解説を知ってその作品に見入っていきますと、

作者の深い思い入れがわかってきます。私も思わ

ずコピーの「待月」（まち

づき）という絵を購入して

自宅の日本間に飾って

時々見ています。作品の

若妻の表情が非常に気に

入りました。欄干に頬杖

をついて何かを待ってい

る表情には沈鬱な感じは

しません。こんな女房が待ってくれているなら直

ぐに帰宅したくなるとも思ったり、若い息子や娘

夫婦たちは良い時代を過ごしているなあとも思っ

たり、私の若い頃には今よりずっと時間がゆっく

り過ぎて女性の美しさもあこがれと共にしみじみ

と感じ入る良い時代があったのではと思ったりい

たします。こんな女性が酒でもついでくれたら幸

せだろうなあーと思う男性は多いと思います。 
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芸術は人それぞれ楽しみ方があってよいのは当然

ですが、自分の生活の中にそんな自分だけのゆと

りある時間があれば、現在頻発しているメンタル

に起因する不可思議な事件も減るのではと思いま

す。 

本日は素晴らしい歌声で世界旅行をさせていた

だけるとのことです。短い時間ですが、楽しませ

ていただこうと思います。 

 
幹事報告 

田中正明幹事 

 3 月 16 日に地区広報委

員長会議が開催されま

す。堀田委員長にご出席

いただく予定です。 

 次年度のための地区研

修・協議会の登録は本日

をもって締め切りとさせていただきます。 

 
ニコボックス報告 第 3098回分 

伊藤哲朗ニコボックス委員長 

浅井彦治会長、加藤則之

副会長、田中正明幹事 

①堀田君、卓話よろしく

お願いします。②本日も

みなさん元気に出席あり

がとうございます。 

浅井彦治会長 幅さんに

お世話になりました。 

堀田力男君 本日卓話を担当させていただきます。

お楽しみください。 

浅井賢次君、生田達一君、伊藤幸蔵君、伊藤哲朗

君、伊藤祥文君、片岡鉄君、後藤亨君、杦田勝彦

君、宅見康悦君、寺島淳一君、中村陽介君、山田

章博君、山田勝弘君、余郷利彦君 3月 10日は砂

糖（佐藤）の日。佐藤会長エレクト、次年度よろ

しくお願いします。事務局の佐藤さんのウィメン

ズマラソン出場を祝して。また、皆様、砂糖のと

りすぎ、糖尿病には気をつけましょう。 

佐藤敬治君、猪飼充利君 ①先日の次年度理事会

ありがとうございました。②本日「佐藤の日」を

つくっていただきありがとうございます。③事務

局の佐藤さん、ガンバレ!! 

鈴木吉男君 1 年間地区に出向させていただきま

す。 

宇佐美三郎君 小池都知事が就任して、弊社の豊

洲市場ガソリンスタンドが開店休業です。なんと

かしてください。 

高木輝和君 浅井賢次さんにいつもお世話になっ

ています。 

三谷栄一君 伊藤哲朗君ににらまれました。 

相羽あつ子君 Ｍr.Ｘさん ニコボックス委員会

さん、ありがとうございます。 

横井知代君 Ｍr.Ｘさん、ニコボックス委員会さ

ん、ありがとうございました。 

小林啓子君 ①田中幹事さん、お世話になります。

よろしくお願い致します。②ホワイトデー、あり

がとうございました。 

河西あつ子君 Ｍr.Ｘさん、ニコボックス委員会

さん、ありがとうございました。 

山田公男君、余郷利彦君、野々山勝也君、松崎安

孝君 ウィークリーに写真がのりまして。 

後藤務君、安江正博君、稲垣宏高君、河西あつ子

君 その他。 

 

卓 話 

卓話担当：堀田力男君 

講  師：音楽家 正水百代氏 

演  題：＜気軽に楽しむ音楽会♪＞ 

～30分で行く音楽世界旅行～ 

 

こんにちは、

堀田でござい

ます。かれこ

れ 5 回目の卓

話になります

が、過去では

漫談家の経大

亭勝笑さんを

呼んだり、ま

たは趣味のスーパーカーの話をさせてもらったり

しました。 

今回は私の会社でお願いしている税理士さんの

娘さんで、自称音楽家の正水百代さんという方に

お願いして、この 30分の間に歌と演奏で世界旅行

を楽しんでいただこうかと思います。途中、横井

先生にもピアノで参加してもらう予定です。 

 それでは早速お願いしたいと思います。 

 

今ピアノで弾いた曲は

「80日間世界一周」、電車

や船や気球で旅行したと

いう映画の曲です。 

続いてドイツへ飛んで

いきたいと思います。ドイ

ツは“三大Ｂ”と言いまし

て、バッハ、ベートーベン、

ブラームスなど大作曲家

がいます。ピアノ曲で有名な「エリーゼのために」

を弾いてみたいと思います。 

クラシックを聴くと眠たくなるかる方はいます

か？（チラホラ挙手）ちょっと手の運動をしてみ

たいと思います。 

次はスペインへ参ります。「愛のロマンス」と

いうスペイン民謡ですが、「禁じられた遊び」と

いう映画で、よくギター演奏される曲です。シン

プルなものとアレンジしたものを弾いてみます。
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目を閉じて聴いておられた方は、どんな愛のロマ

ンスを想像していらしたのでしょうか？ 

それでは、

イタリアの

ほうへ行き

たいと思い

ます。ヴェ

ルディのオ

ペラ「椿姫」

より「乾杯

の歌」と、

ナポリ民謡の「オー ソレ ミオ」を歌ってみたい

と思います (アカペラで会場を歩きながら) 。 

ビールが飲みたくなる曲を演奏したいと思いま

す。さあ、なんの曲でしょう？ ピアノ演奏「第

三の男」 

旅があっという間に終わりそうです

けれど、次は日本へまいります。日本

の春と言えば、やはり桜ですね。お花

見例会やりますか？ 私も昔ちょっと、ロータリ

ークラブの事務員としてお世話になったことがあ

りまして、あちこちいろんな例会に連れて行って

もらいました。交換留学生やいろんなことを経験

させていただきまして、大事にしてもらい、私に

とってロータリークラブは家族のような場所です。

とてもキーが高いですが、「さくらさくら」を一

緒に歌っていただけるとありがたいです。ピアノ

演奏、続いて弾き語り。 

会員の横井さ

んに伴奏してい

ただけるという

ことで、次の曲は

パリのメイン通

りシャンゼリゼ

の歌「おお シャ

ンゼリゼ」を歌い

たいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知っている人には「おお シャンゼリゼ」のとこ

ろを歌っていただきましょう。 

（横井さん）ピアノがとても喜んでいる演奏と、

素晴らしい歌声をありがとうございました。 

旅はもう終わりでございます。最後に「80日間

世界一周」の曲を弾いて終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
速 報 

 3月 14日（火）から稲沢市荻須記念美術館にて、

第 18 回西尾張ロータリークラブ美術展が開催さ

れています。津島ＲＣからは小林啓子君と寺田晏

章夫人の徳子さん、寺田君の友人平野道夫さんが

出展しました。20 日(月・祝)の 16：00 まで開催

していますので、ぜひ美術館へお出かけください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

寺田徳子・画(油彩) 

「私を見上げる瞳」 

小林啓子・画(油彩) 

「異国のネコ」 

津島ＲＣ出展作品

(6点) 

(Photo by Tanaka) 

人類に奉仕する(?) 

ソングリーダー 

伊藤幸蔵君 
3月の司会は 

山田公男君 

加藤則之副会長 

ストレッチ体操 

中野義光君 
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次回例会 

■第 3100 回 ’17年 3 月 24 日 (金) 

卓話担当：後藤務君 

講  師：㈱三和スクリーン銘板 

ＵＳＡ担当者 

戸田アレックス氏 

演  題：「アメリカでの今後の動き」 

お知らせ 

■第 18回西尾張ロータリー美術展 

と き：3月 20日(月・祝)まで開催中 

       9：30～16：30(17：00閉館) 

       ※ 20日は 16：00まで 

ところ：稲沢市荻須記念美術館 

その他：津島ＲＣ関係より 3名が出展 

     

 
ロータリーニュース（2 月 10日） 

 

 

 

 

国際ロータリー理事会は、2017年 1月、ロータ

リークラブの新しいゾーン構成を採択しました。 

国際ロータリー細則は、各ゾーンのロータリー会

員数がほぼ均等になるよう、少なくとも 8 年ごと

に、34あるロータリーゾーンの包括的な見直しを

行うことを義務づけています。ゾーン見直しが前

回に行われたのは 2008年でした。 

理事会は 1 月の会合に先立ち、アジア、ヨーロ

ッパ／アフリカ、アメリカのゾーン再編案を作成

する 3 つのワークグループを設置。ゾーンの代表

者（現理事、次期理事、直前理事のいずれか）で

構成されるこれらのワークグループが、マイケル 

Ｋ.マクガバン国際ロータリー副会長率いるゾー

ン編成委員会に提案書を提出し、同委員会がこれ

を 1 つの提案書にまとめて理事会に提出しました。 

「各地域のワークグループが入念な検討を行っ

た」とジョン Ｆ.ジャーム国際ロータリー会長は

述べます。「ゾーン再編はロータリー会員にとっ

て感情的な主題でもありますが、全世界の会員に

とって公平となるよう、ワークグループと理事会

は勇気ある決定を行いました」 

理事会は 2017 年 6 月の会合で、ゾーンの区分、

組み合わせ、理事選出のローテーションなど、引

き続きゾーン関連の検討を行う予定です。 

※第 2760地区は第 2ゾーン Japan(central)です。 

 

ロータリーニュース（3月 1日） 

 

 

 

 

国際ロータリー会長指名

委員会が開かれ、2018-19年

度会長として、カンパラ・ロ

ータリークラブ（ウガンダ）

所属のサミュエル・オオリ氏

を満場一致で指名しました。

対抗候補者が出なければ、10

月 1 日をもってオオリ氏が

会長ノミニーとなります。 

オオリ氏は、ロータリーには「変化をもたらそ

うとする驚くべき情熱」があるとし、会長として

「この情熱と誇りを生かして、すべてのプロジェ

クトが平和と繁栄の原動力となるようにしたい」

と考えています。 

ロータリーのリーダーとしてのオオリ氏の一番

の関心は、会員増強と拡大です。ウガンダでは、

自身が地区ガバナーを務めて以来、クラブ数がわ

ずか 9クラブから 89クラブにふくらみました。も

っと多くの女性、青少年プログラムの参加者、学

友、地域社会の人びとにロータリーに参加しても

らい、今後数年間にロータリー会員を増やすため

に、元リーダー、現リーダー、未来のリーダーの

協力が必要だと訴えます。 

「ロータリーのない場所、また、入会を誘われた

ことのない潜在的会員が多く存在する」とオオリ

氏。「問題は、ロータリアンが自分が入会した後

で、扉を閉ざしてしまうことです」 

Institute of Corporate Governance of Uganda

の現ＣＥＯ。以前には、アフリカ開発銀行、ウガ

ンダ商業銀行、ウガンダ開発銀行の取締役でした。

ハーバードビジネススクールを含む米国、英国、

日本、スイス、タンザニアの教育機関で、法律、

雇用関係、経営、企業資源管理、マイクロファイ

ナンス、マーケティングを学びました。 

1978年にロータリー入会。以来、ロータリー財

団地域コーディネーター、ＲＩ会員組織地域コー

ディネーター、国連環境計画と国連人間居住計画

へのＲＩ代表、ＲＩ理事、インターナショナル・

ポリオプラス委員会委員、薬物乱用防止タスクフ

ォースメンバー、監査委員会の委員、ロータリー

財団管理委員、ロータリー財団財務委員長、投資

委員会委員を歴任しました。ロータリー財団ベネ

ファクターであり、ノラ夫人とともにメジャード

ナーとポール・ハリス・フェローでもあります。 

 
投稿写真 

 3月 12日開催の「名古屋ウィ

メンズマラソン 2017」に、事務

局員の佐藤和絵さんが出場、見

事フルマラソンを完走して、テ

ィファニーのペンダントをＧＥＴしました。おめ

でとうございます！ 2017 年はバラの花をデザ

インしたペンダントです。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-19年度ＲＩ会長に 

サミュエル・オオリ氏 

ロータリーの 

新しいゾーン構成が決まる 


