本日の行事予定 (2018 年 4 月 6 日)
第 3146 回例会
卓話担当：矢田潔君
講
師：2018-19 年度ガバナー
村井總一郎氏（豊橋ＲＣ）
演
題：「雑感・ロータリーとは」
先回の記録（例会）
第 3145 回 ’18 年 3 月 30 日（金）晴れ
卓話担当：浅井賢次君
講
師：津島市立南小学校
校長 浅井厚視氏
演
題：「杉本健吉氏と
津島南小学校」
ストレッチ体操 中野義光君
ロータリーソング 「津島ロータリークラブの歌」
ソングリーダー
寺島淳一君
会 員 総 数 66 名
3 月 2 日例会分訂正
出席免除会員 21 名
欠 席 会 員 12 名
本日出席会員 50 名
MAKEUP 会 員
7名
本日の出席率 75.76％
訂 正 出 席 率 98.39％
超 過 出 席 鈴木吉男君（第 2 回地区危機管理
委員会）、佐藤敬治君、伊藤哲朗君、伊藤基君、
加藤泰一郎君、小林啓子君、中野義光君、野々山
勝也君、柴田伸彦君、杦田勝彦君、鈴木吉男君、
寺島淳一君、山田勝弘君（第 1 回次年度役員・理
事・委員長会議）、田中正明君（第 2 回地区イメ
ージ向上委員長会議）

会長挨拶
佐藤敬治会長
本日は、
卓話講師に津島
南小学校校長の浅井先生
にお越しいただきました。
先生におかれましては、
「天王子ども塾」
をはじめ
当ロータリークラブ活動
に大変ご協力ご尽力いた
だいております。この場を
お借りしまして御礼申し上げます。

桜満開の時期になってきました。昨日も名古屋
城あたりを車で通っていましたら、見事な桜が目
を楽しませてくれました。お城と言えば、3 月 29
日に「金シャチ横丁」がオープンしました。「義
直ゾーンと宗春ゾーン」と分かれていて、グルメ・
土産物店で賑わうことと思います。
そして、明後日 4 月 1 日より御園座が新装開業
致します。創業 122 年で、1896 年（明治 28 年）、
名古屋劇場㈱として設立され、2013 年（平成 25
年）閉館致しました。閉館後、紆余曲折がありま
したが、名古屋財界の支援をいただき、5 年に及
ぶ建て替え工事が行われ、高さ 150 メートルの高
層ビルとなり、2 階から 5 階部分を御園座として
使用するそうです。デザインは、高名な建築家の
隅研吾（くまけんご）氏が設計、黒と白の格子柄の外
観で、中は朱の色が基調となり、豪華絢爛な造り
になっています。建築家、隅研吾は「和」の大家
で、和をモチーフとした作品が多いそうです。
明後日 1 日に杮(こけら)落としが催され、松本白
鸚、幸四郎親子が共演し、華を添えてくれるもの
と期待しております。今後、秋の歌舞伎、顔見世
や、ミュージカル、名古屋をどり、有名歌手のス
テージ等、楽しみな演目が目白押しです。
周りの商店街も、5 年間のブランクは非常に厳
しい状態でしたが、今後の町の活性化、そして経
済波及効果（年間 190 億円）につながっていくよ
う期待しております。名鉄ホール、中日劇場が閉
館し、芸どころ名古屋の発信地として期待されま
す。
本日は、浅井先生に芸術のお話をしていただき、
私は、芸能のお話をいたしました。よろしく。

幹事報告
①

②

猪飼充利幹事
本日の配布資料として、親睦活動委員会から
5/26㈯の家族例会案内、社会奉仕委員会から
エコキャップ収集のお願いをお配りしており
ます。また新旧委員長の皆さんには、5/8㈫の
新旧合同理事会の案内も配布しております。
4/2㈪、あまＲＣの例会へ、次年度伊藤会長・
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山田副会長・吉田幹事
が訪問予定です。
③ 来週の 4/6 例会後、4 月
度理事会を開催します
ので役員・理事・委員長
の方々はよろしくお願
いします。
④ 4 月のロータリーレー
トは、＄1＝￥104 です。
⑤ 第 2760 地区に 85 番目の
新しいクラブができました。本年 2 月 9 日、
ＲＩに承認されました岡崎市の愛知三州ＲＣ
で、第 2、第 4 木曜日の 18：30～食事なしの
例会が開催されます。

ニコボックス報告 第 3145 回分
加藤隆朗ニコボックス委員長
佐藤敬治会長、伊藤哲朗副
会長、猪飼充利幹事 ①津
島市立南小学校の浅井厚視
校長をお迎えして。②浅井
賢次君、本日の卓話よろし
くお願いします。
相羽あつ子君、浅井彦治君、
飯村理君、生田達一君、伊
藤祥文君、稲川明俊君、宇
佐美三郎君、河西あつ子君、
柴田伸彦君、杦田勝彦君、長田一郎君、服部貴君、
松本浩義君、横井知代君、吉田康裕君 津島市立
南小学校の浅井厚視校長をお迎えして。
滝川林一君 妻の忍耐と篠田先生兄弟のおかげで
無事結婚 50 年を迎えました。
山田公男君 この春、息子が学校を卒業して来月
より新社会人としてスタートします。
浅井賢次君 ①浅井厚視校長をお迎えして、杉本
健吉氏と南小学校と題し卓話をお願いしました。
②今朝も天王川の桜を見、神社でうぐいすの声を
聞き、春を感じました。
余郷達也君 「第 10 回信長の台所歴史検定」、無
事に終わりました。後援ありがとうございました。
山田勝弘君 相ノ川の桜が満開です。4/1 佐織中
吹奏楽の演奏 11：30～、是非お越しください。
長田一郎君、幅辰雄君 ウィークリーに写真が載
りました。
中村陽介君 本
日所用で中座し
ます。すみません。
住田正幸君、根﨑
健一君、安江正博
君、稲垣宏高君、
河西あつ子君
その他。
第 3144 回のニコボックス受付風景

卓 話
卓話担当：浅井賢次君
講
師：津島市立南小学校
校長 浅井厚視氏
演
題：「杉本健吉氏と
津島南小学校」

（小学校の同窓会）

【杉本健吉年譜】
 1905（明治 38）年、名古屋市矢場町で生まれる。
父は人形浄瑠璃三味線師匠の杉本銀次郎。四日
市第一尋常小学校に入学。津島・名古屋・大垣・
笹島と転校を重ね、津島第一尋常小学校（現・
南小学校）卒業。祖父江校長、羽柴時太郎の助
言で、愛知県立工業学校図案科へ。13 才。
 1923（大正 12）年、18 才。愛知県立工業学校
図案科卒業。
 1925（大正 14）年、京都南禅寺草川町・岸田劉
生に入門。
 1926（大正 15）年、「花」で春陽会初入選。
 1928（昭和 3）年、23 歳で初個展を津島町公会
堂で開催。（かつて公会堂は第一尋常小学校＝
南小学校の講堂だった）
どこかで見たことはありませんか。
・青柳ういろのマーク(柳に飛びつくカエル)
・名古屋地下鉄のマーク
・雑誌『旅の友』『観光』の表紙
・東海市芸術劇場の緞帳(御園座から移設)
・名鉄百貨店の社章(菱形 2 個をずらして「名」
を図案化したロゴ)
・吉川英治著『新・平家物語』『私本太平記』
の挿絵
杉本健吉氏はグラフィックデザイナーの先駆け
の一人でもあります。
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話や故事を題材としている。
「瓢箪から駒」
「み
やば申、きかばや申、いわばや申」「一路邁進」
「天馬空をゆく」等。
 2000（平成 12）年 11 月 3 日、津島市立図書館
が開館。記念事業が津島市立南小学校の体育館
で行われました。杉本氏は母校を訪れ、2 年間
生活した津島第一尋常高等小学校について思
い出話を話してくださいました。卒業記念に描
いた津島神社の水彩画を見て「うまいねぇ」
「絵
が張り出されるのが嬉しくて励みになった。だ
から褒めなきゃだめだよ」と子どもを伸ばす秘
訣について語りました。当時杉本氏は 95 歳で
した。また「私の津島」という題で名古屋市立
女子短期大学名誉教授の故児島広次氏と対談
しました。

卒業記念の習字「国おもう道に二つ無かりけり
立つもたたぬも軍の庭に」と津島神社の絵が南小
学校に残っています。
 1946（昭和 21）年、「大仏殿」
「大仏殿を描かせていただいたんだけど、あん
なのを正面から描くなんていうのは、はじめは
そんなつもりはなかったんだけど、やはり前に
立つと、斜めからはとても大仏殿は描けないよ
うな気がして、正面が一番いいと思いました」
杉本健吉氏の「奈良通い」は昭和 15 年頃に始
まり、戦中戦後の物のない時代には奈良墨を買
い集め、奈良の風景を墨絵で描きました。
「天平之会」をつくりました。メンバーに上司
海雲、會津八一、須田剋太、入江泰吉等がいま
した。また、東大寺観音院の蔵にアトリエを設
けました。東大寺三月堂、手向山八幡宮の近く
でした。

その他
ま
た
登
場
し
ま
し
た
山田勝弘次年度副会長
中野義光君

 1970（昭和 45）年、「誕生釈迦仏像」
 1984（昭和 54）年、「北京天壇」
1963（昭和 38）
年の夏に中国を訪れて以来、2001
（平成 13）年まで、13～14 回訪中しています。
「兄の中国、自分の目をたよりに申しますと、
私は中国の中で甚だ気安くいられることを感
じます。血のつながりみたいなものでしょう。
1963 年初めて訪問しましたが、それ以来は本当
に里帰りの気持ちでおります」

昼食おあずけで
ストレッチ体操

 1989（平成元）年、「大和風景」
「この前久しぶりに行ってみたらきれいだっ
たな。懐かしいな。今年は奈良に行きます。描
かずにおれんわ。大和の景色はどこでも絵にな
るから」
世界デザイン博(名古屋市で開催）に陶壁を制
作。
寺島淳一君
 1999（平成 11）年、「幟、東大寺と音声菩薩」
法要を荘厳、供養するための幟を描く。平成 14
年の「大仏開眼千二百五十年度讃大法要」では、
杉本健吉の原画を基に幟を製作した。
 1972（昭和 47）年度～2004（平成 16）年度の
33 年間、三周りの干支の東大寺絵馬の図案を担
当した。単に干支を描いただけでなく、仏教説

横井知代君

住田正幸Ｓ.Ａ.Ａ.と
猪飼充利幹事

大河内勝彦
親睦活動
副委員長
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エコキャップ

地区協…

吉田康裕幹事
エレクト

横井知代親睦
活動委員長

山本達彦君
去る 3 月 28 日から 4 月 1 日まで、当クラブの高
木、篠田、伊藤哲朗、三谷、伊藤幸藏の各君と、
自称ロータリアンのＮ氏、Ｙ氏、そして私山本の
8 名にてタイのプーケット島へゴルフ遠征に出か
けました。ガタの来たポンコツボディーに、●歳
児並みの精神構造を持つと揶揄されたメンバー構
成で、当初から各方面から懸念の声が上がるキツ
イ日程の旅行でしたが、案の定上を下への珍道中
に相成りました。詳細はウェブにて!!（うそ）

杦田勝彦社会
奉仕委員長

5 月 26 日㈯の家族例会は、二見
夫婦岩→志摩観光ホテルグル
メランチ→伊勢神宮参拝→おかげ横丁のコースで
す。皆さん、ご家族そろってご参加ください。
昼食「海の幸ランチ」のメニュー

・アミューズ ブーシュ
・海の幸と野菜のムース 甲殻類のジュレ
とともに
・伊勢海老クリームスープ
・鮑ステーキ ブールノワゼットソース
・デザート
・コーヒーor 紅茶
・小菓子

次回例会
第 3147 回 ’18 年 4 月 20 日（金）
卓話担当：柴田伸彦君
演
題：「配電線故障の
発生から復旧について」

あまＲＣ訪問
4 月 2 日㈪、次年度
伊藤哲朗会長、山田
勝弘副会長、吉田康
裕幹事があまＲＣの
例会を訪問しました。
3 月 23 日の津島ＲＣ
訪問のお礼と、次年
度へのご挨拶をしま
した。
「ラリルレロ」
の発声練習のおかげ
で、うまく舌が回っ
て「ラ行」をちゃん
と発声できるように
なりました(伊藤)。

Photo by Yoshida

お知らせ
■第 2 回次年度役員・理事・委員長会議
と き：4 月 11 日（水）18：00
ところ：魚しま
■休会
4 月 13 日（金）定款 7-1
■地区研修・協議会
と き：4 月 15 日（日）13：00～
（受付 11：00～
昼食 11：45～12：55）
ところ：ホテルナゴヤキャッスル ﾄﾓﾙ
二次会：プライベートダイニング「点」
17：30～
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