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（過去 3 回の修正出席率 1/14：100% 3/4：100％ 3/11：100%）

【本日の例会】 「

日本画家が語る日本美術とは

」

公益財団法人 日本美術院

臼 井

特待

治 様
４月は母子の健康月間です！

会長挨拶

「

日本画教室を通じて 」

梅村順一君

【梅村会長】本日の卓話は、日本画の先生である臼井治画伯であります。先生との出会いは、
本年度国際奉仕の支援先として紹介しております「バイマ―ヤンジンさん」のコンサートを
通じて知り合うこととなりました。出会いとは不思議なご縁が生まれるものだと感じていま
す。臼井先生は、日本美術院特待であり、現在愛知県立芸術大学日本画非常勤講師、そして
岡崎市暮らしの学校の日本画講師を務めておられます。師は、片岡球子さんであります。な
お先生は、故天地茂さんの甥にあたられます。
臼井先生の日本画教室は、自由に絵を描くことを認めていただいています。自己流で進めていくとうまくいかな
いことがたくさん出てきます。その時に助言をいただけます。下絵を描いて線描きをして色を付け始めます。いい
出来かと思っても、深みがありません。雪の野原を描くには、土の色を乗せ枯れた黄土色のススキを描きそこに雪
を描いていくと落ち着きます。表面だけなぞって繕っても本物の絵を描くことはできないことを学んでいます。日
本画教室を通じて、色付けの順番や深みのある絵を描くために対象の本質を考えるようになりました。これは、人
とのコミュニケーションにも通じるものであると改めて感じています。本日は、日本美術について見識を深めてい
ただければ幸いです。

前々回の例会

「

年男年女放談

」

佐野真琴君・春名祐樹君

【佐野真琴君】
新入会員卓話以来の卓話です。入会 7 年目です。
会社は、祖父 ― 父 ― 私が 3 代目です。今年で 50 周年を迎えて、社長就任して 10 年が経ちました。
3 姉妹の真ん中に生まれた私は、小さいころから図面や建築資材の周りで育ってきて、絵画も好きだったこと
から建築の世界に足を踏み入れました。大学の先生に、阪神大震災ではどのような建築物が倒壊したのかを調
べるように、と言われて一生懸命に調べたり、建築事務所で 6 年間勤務して岡崎へ戻ってきました。
CAD の図面くらいなら手伝おうと働き始めて、社長になり、父が倒れて夫が入社してきました。
現在は、会社での取り組みとして、今までと違う何かができないかなと考えています。ＢtoＣの業務形態とし
てリフォーム等も検討したりして、自分たちの会社としてのブランディングを意識しています。
占星術上では、地の時代から風の時代へ移り変わりました。これからは、形の無いものが意味を持つ時代へと
変わっていくそうです。そんな時代の中で、軽やかに心豊かに生活していきたいと思っています。
【春名祐樹君】
岡崎に知り合いが全く居ない状態でロータリークラブへ入会して 10 年が経ちました。
岡崎で不動産業を営みながら、4 年前に東京（赤坂）で音楽とお酒の店を開業しました。今日は、梅村会長の
ご依頼を受けましてジャズの話をさせていただきます。私は、独学でピアノを弾いています。小さい頃はエレ
クトーンで遊んでいるうちに弾けるようになりました。大学時代は格闘技明け暮れて、音楽には触れていませ
んでしたが、大学卒業後にふとしたことでジャズに衝撃を受けて CD でジャズを聴くようになりました。音符
は読めないので、耳コピで習得しています。ジャズのイメージは、日本ではハイソなイメージですが、本来は
黒人の音楽です。ジャズをかしこまって静かに聞く日本の風潮を変えていきたいと常々思っています。ジャズ
の楽しみ方として次の 3 つ①即興②掛け合い③スイング感を意識して、その場の臨場感を楽しんでください。
ということで、このあと素敵な演奏を披露していただきました。とても素敵で感動しました。

◼ 次週 4/1 例会は 18 時から龍城神社斎館での花見親
睦夜間例会です。尚、理事会も当日 16 時から龍城神
◼ 3/14(日)愛知県国際展示場で開催された地区大会に
社斎館にて開催の予定ですので理事役員の方はご承知
梅村会長はじめ 14 名で出席しました。出席いただい
下さい。
た皆様お疲れ様でした。
◼ 3/22(月)第 3 回岡崎 5ＲＣ会長幹事会が開催されま ◼ 次々週 4/8 の例会は例会場変更となり魚清にて開催
します。
した。
◼ 3/27(土)28(日)ロワジールホテル豊橋で開催される ≪前々回 3/25 の副幹事報告≫
第 29 回 RYLA セミナーに本クラブより三輪真太郎様 ◼ 次年度地区研修協議会が来場型と配信型のハイブリッ
（小林設計事務所）が受講されます。
ド形式で開催されます。4/18(日)9:30～名鉄グラン
◼ 宮城県七ヶ浜ロータリーより慰霊と激励のメッセージ
ドホテルにて次期会長幹事が出席、4/25～出席義務
に対する返事をいただいております。
者へオンライン配信されます。オンラインでの参加方
◼ 名古屋宮の杜 RC が 4/14 をもって西三河中分区から
法は後日ご案内いたします。
西名古屋分区へ移動となりました。名古屋宮の杜 RC ≪前々回 3/25 の委員会報告≫
よりお手紙が届いております。
出席委員会 3/25 の出席率 80.00%(欠席 10 名)
◼ 豊田東 RC より創立 40 周年の記念誌と DVD と新バ
前々回(3/4)の修正出席率 100%(欠席 0 名)
ナーが届いております。
親睦委員会 4/1 花見親睦夜間例会のご案内
◼ 豊田三好 RC より創立 30 周年の記念誌が届いており
4/8 例会場変更（魚清）のご案内
ます。
ニコニコ委員会
◼ 岡崎美術博物館より 4/3 から開催される岩合光昭写 ☺ 市川幾雄君 孫が上場企業に就職内定をもらい一安心で
真展の案内がきております。
す。
◼ 岡崎平和学園よりポプラ第 409 号が届いております。 ☺ 稲垣寿君
おじいさんになりました。
◼ 4 月～6 月のクラブ行事は例会日時、会場の変更が多 ☺ 岩崎靖彦君 春名君･佐野君 本日卓話楽しみにしてい
数ありますのでお間違いのないようにお願いします。
ます。
◼ 本日例会前第 5 回長期計画検討委員会を開催しました。☺ 春名祐樹君･佐野真琴君 本日卓話をさせていただき
◼ 本日例会修了後、第 3 回西三河中分区親睦ゴルフ大会
ます。
実行委員会を開催いたします。関係者の方は出席をお ☺ 長坂勲君･小木曽進君･三浦泰廣君･生駒尚久君･野村政
願いします。
弘君･酒井賢君･新浪勝也君･清水幹良君 ニコに協力

≪前々回 3/25 の幹事報告≫

します。

3 月の DONATION
ロータリー財団

財団小銭寄付金

米山奨学会

米山小銭寄付金

ニコニコ BOX

３月

\20,800

\2,083

\60,0000

\3,306

\62,000

今年度累計

\700,600

\25,143

\875,000

\25,426

\673,000

(裏面につづく)

前回の会長挨拶

「

桜と菅生川の船着き場 」

梅村順一君

【梅村会長】例年より早い桜の開花となり「岡崎の桜まつり」は、３月２５日から４月７日
までとなりました。新型コロナの感染対策により、規模が縮小され「家康行列」は本年秋に
延期されました。日本のさくらの名所１００選の一つである岡崎公園と周辺の桜は、約８０
０本のソメイヨシノが咲き乱れています。岡崎城下までいろいろな種類の桜を愛でながら花
見例会に向かいました。キッチンカーや屋台が祭の雰囲気を盛り上げています。途中で目を
引いたのは、菅生川の船着き場跡です。畔栁副会長が仕事で野面積みの石組みをしているこ
とを思い出し見てきました。施工の際に施された印があちこちに見られ、丁寧に復元されたことが伺えました。桜
のライトアップと共に、復元された石積みに照明があれば見事だろうなと感じたところです。

前回の例会

「花見親睦夜間例会」

津軽三味線奏者
当クラブ会員

松永 訓明 様
春名 祐樹 君

龍城神社斉場にて開催した花見親睦夜間例会は、津軽三味線奏者の松永訓明先生をお招きし、演奏のご披露を
いただきました。さらに当クラブメンバーの春名祐樹君には、前回の例会より引き続き松永先生との師弟演奏
も披露していただきました。心震える共演に堪能できて、素晴らしい時間をクラブメンバーで共有できまし
た。
【津軽三味線奏者 松永 訓明 様（まつなが くにあき様）プロフィール】
三重県四日市市出身。 三味線ロックユニット KUNI-KEN のメンバーとして世界各国で公演実績を持ち、ロ
ックと融合した オリジナル曲は国内外でいくつかの CM タイアップソングの他、有名なテレビ番組の BGM
にも起用 されアジア発信のアーティストとして注目を浴びている。これまでに三重県文化新人賞、四日市市
民文化奨励賞を受賞し、四日市市観光大使にも選任される。 KUNI-KEN の活動を行う傍ら、倭奏津軽三味
線教室を主宰し、全国大会個人戦・団体戦と生徒を優勝 に導く。また、中学校のゲストティーチャーとして
招かれ講演も行い、津軽三味線の指導者や教育者として後進の育成にも力を注いでいる。

会長挨拶：梅村会長

幹事報告：林幹事

例会司会：西脇謙二君

米山奨学生へ奨学金授与

佐藤寿行君挨拶

司会進行：清水親睦委員長

挨拶：酒井会長エレクト

挨拶：稲垣クラブ奉仕委員長
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ご来訪者
米山奨学生 ダルハジャフ･シルネン様
≪前回 4/1 の幹事報告≫

◼ 次週 4/8 の例会場は、魚清さんです。駐車場が限ら
れておりますので乗り合わせをお願いします。

◼ 国際ロータリー日本事務局の在宅勤務が 5/7 まで
延長されました。
◼ 国際ロータリー理事会は青少年交換プログラムを
2022/6/30 まで一時停止する事を決定しました。
◼ 4/4 に開催される地区インターアクト委員会に三城
委員が出席します。
◼ 本日例会前に、第 20 回理事会を開催しました。審
議結果は次週報告致します。

≪前回 4/1 の委員会報告≫
出席委員会 4/1 の出席率 75.51%(欠席 12 名)
前々回(3/11)の修正出席率 100%(欠席 0 名)

ニコニコ委員会
☺ 本日ご出席の全会員よりニコに協力して頂きました。

ありがとうございました。

4 月の例会予定
例会予定

例会場

内容

4/15(木)12:30～

岡崎市竜美丘会館「末広の間」「長期計画検討委員会報告」委員長 梅村順一君

4/22(木) 8:00～

ザ・トラディション GC

4 月 29 日（木）

「第 28 回西三河中分区 RC 懇親ゴルフ大会｣（当クラブホスト）

法定休日により休会

同好会便り
同好会
あづま会
ひよどり会
写楽会

開催予定日
4 月 22 日(木)

場所

内容

ザ・トラディション GC

定例会（第 28 回西三河中分区 RC 懇親ゴルフ大会）

4 月の定例会は休会です
有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示
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