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本日の行事予定（2019 年 10 月 4 日） 

第 3210 回例会 

卓話担当：米山奨学委員長 三谷栄一君 

講  師：2019-20 年度米山奨学生 

何月琦氏 

演  題：中国語を母語とする日本語学習者の

受身文の使用実態 

 
 

先回の記録（例会） 

第 3209 回 ’19 年 9 月 20 日（金）晴れ 

卓話担当：堀田力男君 

講  師：京都新古美術潤芳堂店主 

久保 裕氏 

演  題：「新日本人のすすめ」 

ロータリーソング  「それでこそロータリー」 

ソ ン グ リ ー ダ ー  加藤則之君   

ﾋﾞ ｼﾞ ﾀ – 水谷豊君（尾西ＲＣ） 

       中島弘傑君（尾西ＲＣ） 

会 員 総 数  61名   8月 30日例会分訂正 

出席免除会員  18名   欠 席 会 員     10名 

本日出席会員  48名   MAKEUP会 員      6名 

本日の出席率 78.69％  訂 正 出 席 率 96.61％ 

超 過 出 席  

山田勝弘君、篠田廣君（名古屋清須ＡＧ訪問） 

猪飼充利君（第３回社会奉仕委員会） 

山田勝弘君、篠田廣君（尾張中央ＡＧ訪問） 

 
 

会長挨拶 
伊藤幸蔵会長 

 

皆さんこんにちは、本日もお元気に例会にご

出席いただきましてありがとうございます。今

日は、大分秋らしく涼しくなって、朝は 20度

を切ったところもあったとか、日本の四季と言

うか、繊細な季節の

移ろいを感じにくく

なった感がある今日

この頃ですが、いよ

いよ秋ですね。 

 秋を表す言葉も数

多いです。ラグビー 

ワールドカップも始

まりました。スポーツの秋です。読書の、芸術

の、食欲の秋です。天高く馬肥ゆる秋でありま

す。道ゆく女の人も若干太って見えます。うち

のかみさんも、ますますぶくぶくって感じで

す。まあ、松茸などのキノコ類、不漁と言われ

る秋刀魚、何を食べても美味しく感じられま

す。食欲の秋ですが、食欲には飽きがありませ

んね。本日は、カレーライスですが、登録料

2500enでカレーかよ、復興支援ということで

す。いつもはもっといいもん、食べてますの

で、、、朝日寿しさんには、あきのこない食事

をいつもありがとうございます。舌の肥えた、

文句の多い皆さんの要望に応えるのは、大変だ

と思いますが、これからもよろしくお願いしま

す。 

 さて、昨日は今年度のクラブ米山奨学委員長

会議、愛知米山学友会総会ということで、キャ

ッスルプラザでありまして、三谷委員長と杦田

幹事と参加してきました。米山奨学生の活動報

告をきいたり、崇高な理念を勉強してきまし

た。ゲストスピーチがあったんですが、元米山

奨学生で、シャンチブガルバドラッハさんです

が、新モンゴル学園 理事長 800人学生で、日

本的な教育システム、長田広告さんも参加した

モンゴルの米山大会で中心人物です。今、今度

また、名古屋大学 教育学部で勉強してるそう

です。56歳で学生。人生一生勉強ですね。 

 私も今度、来月にベトナムへ行くので、ベト
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ナム語の勉強を挑戦してみたのですが、ベトナ

ム語は本当に難しいです。発音が特に難しいで

す。何聞いても同じにきこえます。脳味噌のメ

モリーにもう空きがないのか、もともと空きが

ないのかわかりませんが、、、頭に入りませ

ん。読書の秋、勉強のアキですが、とは言うも

のの、私の頭にはもう 

アキがありません。 

 
 

幹事報告 
杦田勝彦幹事 

１. 本日午後 4時より

津島東高校にてインタ

ーアクトクラブ例会が

開催されます。メーキ

ャップ対象ですので御

参加ください。 

２. 9月 24日（火）午

後 3時より社会奉仕委員長会議が名鉄グランド

ホテルにて開催されます。猪飼地区社会奉仕委

員、飯村社会奉仕委員長が出席されます。 

３. 9月 27日（金）午後 2時 30分より第 3回地

区インターアクト委員会、顧問会議が開催され

ます。相羽地区インターアクト委員が出席され

ます。 

４. 9月 28日（土）午後 6時より分区スタッフ会

議が「みやこ」にて開催されます。 

５. 9月 29日（日）午前 9時 30分より 2760地区

RLI会長エレクト研修パート１が星城大学名古

屋丸の内キャンパスにて開催されます。滝川林

一会長エレクトが参加されます。 

６. 尾西ロータリークラブ主催のエンドポリオチ

ャリティピアノリサイタル＆トークセッション

のチラシを配布しました。 

７. 米山奨学生、学友会 2018年度会報を回覧し

ております。 

８. 次週 9月 27日は休会です。 

 
 

ニコボックス報告 第 3209回分 
堀田正裕ニコボックス委員 

伊藤幸蔵会長、田中正

明副会長、杦田勝彦幹

事 ①本日の卓話講師

に京都新古美術潤芳堂

店主の久保裕さんをお

迎えして②尾西ＲＣ会

長 水谷豊君、幹事 中島弘傑君をお迎えして③

堀田力男君、本日の卓話よろしくお願いします。 

水谷豊君（尾西ＲＣ）例会の貴重な時間を頂きあ

りがとうございます。11 月 13 日お待ちしており

ます。 

中島弘傑君（尾西ＲＣ）例会の貴重なお時間を頂

きチャリティーコンサートの PRに来ました。本日

はよろしくお願いします。 

浅井彦治君、浅井賢次君、飯村理君、伊藤哲朗君、

大河内勝彦君、加藤則之君、後藤亨君、佐藤敬治

君、篠田廣君、鈴木吉男君、寺島淳一君、松本浩

義君、山田勝弘君 尾西 RC会長 水谷豊君、幹事 

中島弘傑君をお迎えして 

堀田力男君 本日卓話を担当させていただきます。 

伊藤聖年君、伊藤誠君、稲川明俊君、神谷里明君、

加東育郎君、高木輝和君、野尻栄一君、幅辰雄君、

水野憲雄君 

ラグビーワールドカップ開催を祝して。ガンバ

レ!!日本 

長田一郎君 ①フィリピンのＧＰ社と佐世保の宝

広告社とのＭ＆Ａがまとまりました。②宇佐美さ

んありがとうございました。③伊藤聖年さんあり

がとうございました。 

安江正博君 9月のゴルフ例会、優勝しました。 

堀田正裕君 中日がＢクラスになりました。 

坂井裕君 何となく 

加藤則之君、河西あつ子君 その他 

 
 

卓 話 
卓話担当：堀田力男君 

講  師：京都新古美術潤芳堂店主 

久保 裕氏 

演  題：「新日本人のすすめ」 

 

よく人に、「久保さんは何をやっている人です

か？」と尋ねられることがあります。元々は大手

人事コンサルタント会社のサラリーマン。41歳で

脱サラをして大好きな骨董の世界に飛び込むつも

りでした。 

今でも古美術商の肩書はありますが、モノの弾

みと言うのでしょうか、そういった古い美術工芸

品の修理や修復の仕事(多くは地元京都の専門の

職人さんにお願いしている)に携わることになり

ました。京都から地方へお伺いをし、主に寺社仏

閣や博物館、美術館からお仕事のご依頼をいただ

くのですが、本業以外のご相談を受ける事がだん
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だん増えてきました。こちらも嫌いではないこと

は進んでお力にならせて頂きたいと思うのが人情、

仕事の延長線上が果てしなく拡がり続けています。 

その一環として始めたのが造園。本当に一坪くら

いしかない坪庭から本格的な寺院庭園まで 4 年間

で 30庭近くを設計施工してきました。 

そんな中、津島ロータリークラブの堀田さんとご

縁をいただき、主に関東東海近畿地域の寺院様や

飲食店様のお庭を「安価で本格的、お手入れが少

なくて済むお庭」を一緒に造らせていただいてお

ります。 

ここ 10年来は日本文化

の発信地、地元京都や最先

端のジャポニズムが生れ

る街東京で得た情報やノ

ウハウを国の内外を問わ

ずお伝えする活動を仕事

と並行して展開していま

す。 

こういう仕事に 15年以

上携わっておりますと、いやがおうにも和風とい

うもの、日本というものを強く意識せざるを得ま

せん。日本の良さというか何か大切なものが急速

に失われていってるように思えてならないのです。 

皆さん、和風とか日本風とか言われるとどんな

事物を思い浮かべられますか？大きく分けると国

民性や精神性、文化や風俗、最もわかり易く絞り

込めば衣・食・住みたいなことに落とし込むこと

ができると思うのですが、それでもテーマが壮大

すぎて大変ですから、今日は話題をごくごく限ら

れたポイントに絞り込んでお話させていただきた

いと思います。 

今回は住にまつわるお話です。ドイツ人の友人

に、日本の家には表札がある家が多いんだね。ひ

とつ疑問に思うんだけど、日本人の家なのになぜ

ローマ字表記の表札が多いんだろう？？？そう思

ってふと自分の家の表札を見ると、、、笑横文字

カッコいいんですけどね     無意識なレベルで、あ

まりつじつまの合わないことやってる(見失って

る)自分にハッとさせられました。 

皆さんのお宅には和室や和の庭というものはあ

りますでしょうか。今、少し作庭のお仕事をやら

せていただいてますが、強く意識するのはその逆

の現象。おじいさんが大事にしていた庭をつぶし

て駐車場に。庭に面していた座敷はフローリング

のリビングに。そして床の間はクローゼットへ変

貌を遂げる。。。 

いま、お住まいのご自宅に和室をお持ちかどう

かは別として、畳の部屋っていいと思われません

か。でも、もうその良さというものは、私たちの

年齢以上の世代にしか分からないものだと思って

いました。 

ここで、皆さんに

質問です。 

「ご自宅に和室畳

に部屋があるとい

う方？」→2名を除

いて殆どのかたが

挙手。 

「その和室を仏間

や客間など重要な

用途で使ってらっ

しゃる方は？」→3

分の 1 近くの方が

挙手 

私、少々津島愛西地

域の方々を誤解し

ていたかもしれま

せん、、、質問のお

答えからは冒頭で

述べましたような危惧は、ここでは必要ないかも

しれません。 

「釈迦に説法」になるとは思うのですが、もう

少しお付き合いいただければありがたいです。 

ある日、東京のとある友人宅で友人とお茶をの

んでたわいのない話をしていますと、そこの次男

坊(まだ小学生ですが)のお友達と称する女の子が

二人、玄関からまるで我が家に帰ってきたみたい

な勢いで転がり込んで来まして、われわれがいる

部屋の畳の上にいきなり寝そべって「ああ、ここ

の家ってなんか落ち着くんだよねー」って言い合

ってるんです。ほお,今時の東京の小学生の女の子

たちでも、和室、畳の部屋の良さが分かるのかっ

てちょっと嬉しくなりましたｗ 話を聞くと、二

人とも畳の部屋が無いマンション住まいだそうで

す。ひょっとしたら、日本人には何千年、何百年

という長い時間をかけて体の中にある遺伝子に刻

み込まれた和と共鳴する何かが残ってるんじゃな

いかと思いました。急速な西洋化の波の中で、日

本人の生活スタイルは大きく変わりました。 

和と共鳴する何かを持っているにも関わらず、何

故か西洋風のモノをカッコいい！と強く感じてし

まう何かを日本人は持っているようです。 

家は洋風。床はフローリング。壁はベニヤ板か防

火ボードに壁紙、窓はサッシにカーテン。 

住み慣れた我が家ならば、そういったシチュエー

ションの中でもそう不自然さや居心地の悪さをい

感じないかもしれません。 

でも、冷静に考えてみると、良質な木の柱であ

ったり畳であったり土壁であったり障子や襖であ

ったり、、、、そういうものに魅力や安らぎを感

じない人っていないんじゃないかと、、、、 

また、こんなことがありました。17年前に我が

家は改築をして今の鉄筋コンクリートの家になり

ました。日本の悪法建築基準法と消防法のため致
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し方なくです。そんな建物の中に念願の四畳半ほ

どの小さな茶室を設けることができました。 

コンクリートの躯体の中に丸太や竹で骨組みを組

み、土壁を塗って畳を敷き襖や障子をはめ込む。 

木と土と草と紙。天然素材だけで作られた部屋で

す。 

ちょっと事情がありまして、そこで二晩三晩布

団を敷いて寝ることになったんですが、これがよ

く眠れる。。。。すごく目覚めが良いんです。 

土壁や畳の吸音性や調湿効果。杉やヒノキ材、畳

の匂いもあるかもしれませんが、科学的根拠はさ

ておいて、落ち着くんですねやっぱり。 

 

和室の用途に制限はありませんが、その本来の役

割りというのは、客間であったり、仏間であった

り、いわゆるフォーマルなシーンでも使える場所

ということが言えるでしょう。本当は凄く使いや

すいんですよ、畳の部屋。ところかまわず物いっ

ぱい置けますしね。←出来ればスッキリした状態

の方が気持ちいいでしょうけれど。。。 

一度こういう使い方をして見られてはいかがでし

ょう？畳の部屋というのはフォーマルでありカジ

ュアルでもあります。 

ちょっと時間を持て余した時。外出から帰ってき

てどこかに寝そべって休憩したい時、そういう時

に何も考えないで畳の上に寝そべってみてくださ

い。外のお庭から吹き込んでくる清々しい風、こ

れからの季節は虫の声なんかも聞こえてきたりし

て、、、、 

茶道の世界に、【忙中間有り】という禅から来

る言葉があります。意味は、忙しい中にも余裕を

持ちなさいとか、忙しいからこそあわてずに、一

度立ち止まって冷静になって物事を進めなさいみ

たいな意味があるそうです。現代社会では様々な

問題や障害、色々なストレスに溢れています。些

細な事でイライラしたり怒ってみたり(話題にな

ってる煽り運転なんか最たるモノですよね)、私は、

この【忙中閑有り】という言葉を聞くといつも頭

に浮かぶのは、和室の中で自分でお茶を入れて(別

にお抹茶で無くってもいいんですよ)物静かに過

ごしてる自分の姿です。 

実はお茶をはじめた最初の切っ掛けは、時分が

せっかちでガサツな人間だったから、、、という

理由(わけ)がありました。家の婆さんが心配して

近所の友人のお茶の先生のところに送り込んでく

れたんです。月謝まで払ってくれて。。。。 

茶道を始めてはや 33年。振り返ってみますと、や

はり思考面や行動面でどれだけ助けられたかわか

りません。個人差はあるかもしれませんが、やは

り日本人には独特の生活のテンポやリズムがある

と思うんです。そういうテンポを取り戻すために、

和室というシチュエーションの必要性は高いと考

えます。少し生活のリズムと言うものを意識して、

今よりはゆっくりしたテンポで物事を見たり考え

たりする。。。。そうすることで避けられるトラ

ブルや過ちは必ず減るはずです。 

是非、皆様には今の和の生活を大切にしていた

だき、守り育てていっていただきたいと思います。 

 
 

 

 

幅辰雄青少年奉仕委員長 

9月 20日（金）に津島東校インターアクト例会

が開催されました。幅辰雄青少年奉仕委員長から

活動用としてカメラを贈呈しました。 

 

 

 
分区スタッフ会議 

篠田廣ガバナー補佐 

9月 28日（土）に分区スタッフ会議がみやこで

開催されました。篠田廣ガバナー補佐より、ＡＧ

訪問の報告があり、その後分区親睦ゴルフ大会、

ＷＦＦ＆ふれ愛フェスタ、ＩＭ等の今後の予定に

ついて話し合われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

その他 

 

 
田中正明副会長 

インターアクト例会 

津島ＲＣの皆さん

ありがとうござい

ます       

ソングリーダーの 

加藤則之君 
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10月例会 

 

■第 3211回（例会変更） 

第 7 回ワールドフード+ふれ愛フェスタ 

ところ：名古屋栄エンゼル広場 

 

 
 

■10 月 18 日（金） 休会 定款 8-1 

 

■第 3212 回 10 月 25 日（金）  

  卓話担当：佐藤敬治君 

講  師：あいさい音楽祭実行委員長 

セントラル愛知交響楽団 

楽団長 榊原利修氏  

あいさい音楽祭実行委員 

名古屋音楽大学講師 

榊原祐子氏  

演  題：あいさい音楽祭から 

 

 

演  題： 

お知らせ 

 

■西尾張分区ゴルフ大会 

 と き：10 月 8 日（火） 

 ところ：桑名カントリー倶楽部 

 

■津島ＲＣゴルフ会 10 月例会 

 表彰式・懇親会 

 と き：10 月 8 日（火）午後 6 時 

 ところ：朝日寿し 

 

■地区補助金事業ベトナム訪問 

 期 間：10 月 20 日（日）～25 日（金） 

 

■事務局振替休み 10 月 15 日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

左から尾西ＲＣ中島弘傑君、水谷豊会長 

尾西 RC主催のエンドポリオチャリティピア

ノリサイタル＆トークセッションについて

ご案内がありました。 
 

10月 12日（土） 

     13日（日） 

お待ちして

ます！！ 

今日は 

司会です!(^^)! 

会場委員 野尻栄一君 
 

親睦委員 野々山勝也君 

 

 
 

ゴルフ幹事 吉田康裕君 
 

ゴルフ例会の 

表彰式・懇親会, 

参加して下さいネ 

今日も 

ハツラツで 

いきましょう!! 

いよいよ 

分区親睦ゴルフ大会 

ワールドフード+ふれ愛フェスタ 

イベントがめじろ押しです♪ 

 
10月 11日（金） 

 


