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第1847回2022年(令和4年) 3月29B(火）

6RC合同例会
ホスト：名古屋名東RC

名古屋マリオットアソシアホテル

河合幹事報告

1．本日配布案内：①キャンヘルブタイランド寄付のお

願い②ヒューストン国際大会inJAPANチャリティ

ーゴルフコンペのご案内

2．本日例会終了後、理事役員会を行います。理事役員

の皆様は4F栄の間へお集まり下さい

3．次週29日は6RC合同例会で会場はマリオットアソ

シアホテル16Fです。お間違いなくお願いいたします。

4．東山動植物園舂まつり期間の招待チケットご希望の

方はお帰りの際受付にて

~.…….…………………...“前回の例会．….…..….………….......….、

第1846回2022年(令和4年)3月22B(火）雲

友愛の日

桜花学園インターアクトクラブ卒業報告

◆それでこそロータリー

◆四つのテストSONG

◆ゲスト紹介 3名

桜花学園高等学校インターアクトクラブ

霞問河合保三先生

3年浦中望七未さん

3年田島帆之美さん

◆出席報告

正会員 30(26)名出席19名

出席率 73.08%

’犀ウ会岳挨拶

本日は、ゲストとして桜花学園高

等学校インターアクトクラブ顧問

河合保昌先生、そして、桜花学園

インターアクトクラブの3年生

浦中望七未さん、田島帆之美さん、

ようこそお出で下さいました。イ

ンターアクトクラブの皆さんもコロナ禍で活動が思う

ようにできない状況だとは思いますが､後程インターア

クトクラブの活動報告をお願い致します。

前回は、この庭園の石庭にある15個の石に隠された謎

についてお話しさせて頂きましたが、今回は・ ・ ・石庭

に施された工夫とは？このように石庭は極めてシン

プルな庭ですが、いろいろと工夫が施されています。

遠近法の謎

例えば、一見、水平に見える石庭ですが、実は知らない

人がほとんどですが､石庭の平面は平らではありません。

見てわかるほど傾いてはいませんが左奥が低くなって

います（言われてもあまり気づきませんよね）実際には

庭の手前左角から右奥角へ向かって低く作られていま

す。これは排水を考慮した工夫で、傾斜をつけることで

雨水などが石庭に溜まらないようにしているのです。

また、石庭を囲っている土塀は、見た目にはお世辞にも

綺麗とは言えない色合いをしていますが、これは土に菜

種油を入れて練られた油土塀というもので、白砂からの

照り返しの防止や風化を防ぐ効果があります。

さらにこの土塀には、ある仕掛けがされています。この

油土塀は左（東）から右（西）へ向かうに従って、塀の

高さが低くなっています。西側の壁は手前から奥に向か

って50センチほど低く造られています。これは遠近法

｜ お誕生日おめでとうございます

☆4月会員誕生日お祝い

河合隆史君（4/1）

☆4月結婚記念日お祝い

長谷川亨君(4/7）

太田和孝君(4/16）

加藤重雄君(4/21）

大谷恩君(4/24）

岡本修君(4/15）

宮尾

伊藤

小林

紘司君(4/14）

健文君(4/19）

英毅君(4/23）
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筐・疋・矢」の四文字が刻まれています。 「吾(わ)れ、

唯(た)だ、足ることを知る」と読むことができます。こ

れは釈迦が説いた「知足の心」を図案化したもので、徳

川光圀が寄進したものといわれています。

つくばいは茶室などに入る前手や□を清めるための手

水を張っておく石です。 「吾唯足るを知る」という意味

は石庭の石を－度に14個しか見ることが出来ない事を

不満に思わず満足する心を持つことの教えです。今ある

命や健康、五体満足な身体など与えられているもの、す

でに持っているものに感謝しなさいということです｡完

壁は目指さなければならない究極の目標であっても、そ

れを求めてはいけないということなのかも知れません。

の原理を取り入れた工法で、これによって損覚的に奥行

きを感じさせ､庭全体を実際より広く見せるというトリ

ック効杲を生んでいます。

視覚的に奥行を感じさせるための工夫である、遠近法を

利用し狭い庭を広く見せる高度な設計手法が使われて

いるのです。高さ180センチの土塀は油土塀です。長い

年月を耐えるために堅牢な作りになっています。

ちなみに江戸時代初期に造営された二条城、桂離宮、修

学院離宮、曼殊院門跡などを拝観してみて下さい。その

随所に遠近法が使われているのが分かります。これらの

庭に直接的、間接的に関わっていたのは茶人で作庭家で

もあった小堀遠ﾘ'l'lです。彼は利休七哲の1人・古田織部

に師事した茶人で「綺麗さび」を確立させた人物として

も有名です｡現在の京都の美意識は江戸寛永期に花開い

たこの「綺麗さび」の価値観に基づいたものが多いよう

に思います。

龍安寺が創建されたのは戦国時代です｡それまでに造ら

れた日本の庭園や絵画を見る限り遠近法の技法は使わ

れていません。遠近法はヨーロッパのルネサンス期に主

に採用されはじめた技法です。日本にキリスト教が伝わ

ったばかりの時期でもあるので、キリシタン大名経由で

当時の作庭家に伝わったのかもしれません。

石庭の最大の謎

龍安寺の石庭は室町時代に作られたと創建された時が

はっきりとわかっています。しかし、石庭についてはい

つ、だれが、何のために作ったのか明らかになっていま

せん。作者が誰なのかが未だにわかっていませんが、開

山の義天玄承（きてんげんしよう）、寺の建立者である

細川勝元、その実子の政元、絵師の相阿弥、茶人の金森

宗和(かなもりそうわ)など､様々な人物の名前が上げ

られていますが、どれも確証はないようです。そういう

中で興味深いのは､左から二番目の石の裏に刻まれてい

た「小太郎・コニ郎」という2人の名前。 1人は小太郎と

判読できましたが、もう1人は最初の文字が消えてしま

っていて、名前がはっきりしません。

一般的に庭の作庭者は1人とされているので、2人が作

庭者である可能性は低いと考えられますが、ただ、石に

名前が刻印されていたということは、少なくともこの2

人が石庭の何かに関係していた可能性は十分に考えら

れるのではないでしょうか。いづれにせよ、これだけ有

名な石庭でありながら、作った人物が未だにわからない

とは、まさに龍安寺石庭の最大の謎と言えるでしょう。

解釈は見る人それぞれ

このように謎の多い石庭ですが､その解釈は見る人に任

されています。石庭に対時する人の自由な解釈によって、

石庭は人の心の中でさまざまな形に変化するのです｡み

なさんも石庭に向き合って、語りかけてくる石庭の声を

心で感じてみませんか。

枯山水庭園以外の龍安寺の2つの魅力

侘助（わびすけ）椿

方丈の東庭の損には、豊臣秀吉が絶寶したといわれる日

本最古の侘助椿があります。2月上旬から3月末が見ご

ろです。桃山時代に「侘助」という人が朝鮮から持ち帰

ったのでこの名がついたと言われています。以後侘助椿

は利休も好んで茶道の挿し花として用いられるように

なりました。

手水鉢（ちょうずばち）つくばい

龍安寺には銭形をした知足のつくばいがあることでも

有名です｡中央の水穴を□の字に見立て上下左右に｢五・
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桜花学園高等学校インターアクトクラプ卒業報告

＞朝倉インターアクト委員長よりお祝いのことば

浦中さん、田島さん、ご卒業おめで

とうございます。また、桜花学園高

等学校インターアクトクラブに所

属された卒業生の皆様にも、お祝い

を申し上げます。

クラブ顧問の河合先生におかれま

しても、うち続くコロナ下でのご指
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導に苦慮された面も多々おありであったことと推察い



たします。多くの生徒さんたちをインターアクトクラブ

部員としてご卒業に導かれましたことを、お慶び申し上
げます。

思い起こせば、新型コロナウイルスの感染問題が深刻

化し始めたのは、今からちょうど2年前であったかと存

じます。多人数での会合ばかりでなく、ひとと直接会う

ことまでが制限されるコロナ下での日常において、子供

たちやお年寄りと接するなどといった活動は大きく制

限されてきたことと存じます。クラブに所属する意味を

自問された部員の方もおられたのではないでしょうか。
そんな中でも、皆様は、ボランティアアワードでの特別

舅受賞、全国高校生手話パフォーマンス甲子園へのご出

場という成果を挙げてこられました。また、制約に負け

ることなく、どんな活動ができるのかを考え、実行して

こられたことは、今日配布いただけました資料からも伝

わって参ります。

高校生活の半分以上をコロナ下におかれるという不条

理を強いられながら、これに屈することなく最後まで活

動を続けられた皆様に、心から敬意を表します。

厳しい環境の下、インターアクトクラブで過ごされた時

間、出会われた人々との縁は、皆様の大切な財産となる

ことと存じます。

皆様のこれからのご活躍をお祈りしております。

るよう一生懸命努力しました。3年生のときもあまり状

況は変わりませんでしたが「ボランティアアワード」と

いう大きな大会でスピーチをすることが出来ました。

人前に立って話すこと、コミュニケーションの取り方な

どインターアクトクラブ活動を還して成長したと感じ

ています。このような経験ができたのは□－タリークラ

ブの皆様の支援があってこそだと思います。ありがとう

ございました。
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＞卒業のご挨拶
足立一郎

本日は桜花学園高等学校河合先生浦中さん田島さ
ん、ようこそお出で下さいました。

松岡多加倫

15年前に東区から港区に会社を移しましたが、この

度、南区に移転いたしました。笠寺観音のすぐそばで

古い街並みを歩きながら毎日を過ごしております。

会員誕生日・結婚記念日お祝い

林 永芳 会員誕生日。ご夫人誕生日お祝い

池森由幸 会員誕生日お祝い

河合隆史 会員誕生日お祝い

吉田 玄 ご夫人誕生日・結婚記念日お祝い

長谷川亨 結婚記念日お祝い

伊藤健文 結婚記念日お祝い

宮尾紘司 結婚記念日お祝い

太田和孝 結婚記念日お祝い

大谷 恩 結婚記念日お祝い

朝倉寿宜 小山雅弘 太田和孝

笹野義舂 鈴木聖三 谷口 優

東原相次郎 舎人経昭

桜花学園IAC浦中さん・田島さんご卒業おめでとう

ございます。 19件｜合計158,000円I
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◆浦中望七未さん

3月1日に桜花学園高校を卒業し、

舂から桜花大学へ入学、保育土の卵

として子どもたちと係るため、多く

を学び夢をかなえたいと思いってお

ります。

千種RCの例会には1年と3年の時に

出席させていただきました。

インターアクトクラブの活動を通して、人前で堂々と話

すことが出来るようになり自分の中でも成長を感じて

います。そして自分の言葉で話せるようになりました。

他の方ではできない様な経験もさせていただきました。

幅広い年齢の方と接する機会も多く、アクトの活動を通

して、人に感謝されることを多く実感しました。当たり

前のことではなく感謝されることに感謝しないといけ

ないなとあらためて思いました。

皆様にたくさんのご支援を頂きましたこと、本当にあり

がとうございました。これからも後輩が新型コロナウィ

ルスに負けずに頑張っていくと思いますので、引き続き

よろしくお願いいたします。

◆田島帆之美さん

舂から桜花大学に進学し、保育土

になるために勉強をしていこうと思

っています。私は1年生からインタ

ーアクトクラブで活動をしてきまし

た。 1年生の頃はミュージックベル

やボランティアなど初めて経験する
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お知らせ

会員松岡多加倫君が事業所を移車

オーケン株式会社新住所

〒457-0058

名古屋市南区前浜通7丁目16オー
TELO52-618-5959 FAXO52-

I面されました

■
ことばかりでしたが､先輩方や友人のアドヴァイスのお

蔭で成長することが出来ました。2年生の頃はコロナの

影響で思うような活動ができませんでしたが､そのよう

な中、数少ないボランティアも皆さんに楽しんでもらえ
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'第9回理事役員会議事録 3月22日(火) ’ ご案内

【承認･報告事項】

1.2022-23年度地区補助金事業申請について

少子高齢社会における現在､次代を担う子供たちの中に

も十分な社会的権利を受けられていないという問題に対し

て､千種RCの社会奉仕事業として､地区補助金を使用し

養護施設｢慈友学園｣の児童に対して､スポーツイベントや

調理体験を通じて大人と交流する場をつくり､千種RCの今

後の子ども支援を考察するうえでの一助とする。

事業内容：慈友学園の児童とのボウリング大会､その後

学園にて肉まんの手づくり体験。表彰式･会食

実施時期： 2022年11月頃を予定。

事業費：約260,000円(内地区補助金1087.50ドル

クラブ負担約140,000円）

2.1.M.実行委員長の変更について

委員長渡遥源市君より､体調不良の理由で委員長ご辞

退の申し出があり､諮問会にてあらためて吉田玄君を委員

長に指名｡ご本人よりご快諾いただきました。

3.2022年決議審議会決議提出については提案無し

4.今期中止となった1.M.登録料料15,000円については

次年度の1.M.の登録料に充てる

5.事務局の｢時限的業務量増加に伴う覚書」

6.ワールドフード＋ふれ愛フェスタ協賛チケットおよび広告

協賛についての報告

千種RC/協賛チケット162枚広告協賛2件

分区ブース千種RC担当:4月24日(日)10時～11時

（足立会長･河合幹事）

7.名古屋東急ホテル例会食費について

2023-24年度7月より現4,400円→4,600円へ変更

8.事務局入居の泰明ビル外看板撤去については2月の理

事会報告の通り｡4．5月に限り､賃料は78,048円。

6月より月賃料83,548円。

9.(株)名古屋三越星ケ丘店長岡本修君4月1日付栄店
へ異動｡後任星ヶ丘店長山村雅美様

~~

第7回日台ロータリー親善会議福岡大会のご案内

2020年は開催中止､2021年は見送りとなっておりま

した｢第7回日台ロータリー親善会議福岡大会｣につきま
して､開催の案内が届きましました｡今回は福岡会場と台

湾会場にそれぞれ集い､オンライン開催をされるとの事で

す｡現地での参加(200名限定)･オンライン参加が可能で

す。

開催日2022年5月6日（金）

開催場所ホテルニューオータニ博多4F鶴の間

福岡県福岡市中央区渡辺通1-1-2

開催時間14:00～19:00

登録料リアル参加(日本)22,000円

オンライン参加費(日本)1口/10,000円

今≠．"、
X、●7回

鵜繍
~爵戟“第

日台ロータリー
≠親善会議… 々

』

４

１

－

４

ｍ

目

：

の

び

恥

６

函

辱

書

こ

々

寺

尹

一
》
一
》
》

“な

や

わ

■

〔

〆

一

弓

↓

夢

画

２０２

１
々

畠雛欝鼠“…蕊騨撫“
…・'5:"～ ﾘｱﾙ夢､叉付

乳鱒蕊:蕊……蕊鱒驚憲…”
伍団麺?”』月'躯'全｣必葛

鳶鑿識惑……鑿鍵瀞…
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4月例会内容のお知らせ

く4月は母子の健康月間です〉

4月5日（火） 12:30名古屋東急ホテル4F雅の間

卓話/NPOキヤンヘルプタイランド活動報告

NPO法人キャンヘルプタイランド理事坂茂樹様

4月12日（火）12:30名古屋東急ホテル3F錦の間

優良従業員表彰オーケン株式会社2名

4月14日（木） 18:30料亭松楓閣
春季家族会 く5/17の例会変更〉

4月19日（火) 12:30名古屋東急ホテル3F錦の間

友愛の日

クラブフォーラム／地区研修･協議会報告

4月26日（火）休会

公

f卦渥へ変化全ムゴ生へ誹侮･町,△ ご企働､灸塩八訟嗜八鐸､公ご全へ企』へ八.鶴八全冒ハ全 ､…

ヒューストンガバナーナイトinJAPANのご案内

日時2022年5月31B(火) 18:30
アトラクション19:00~

会場名古屋東急ホテル

登録料10,000円

＊アトラクションタイム出演者も募集されています
参加登録〆切4/20八へ．~企へハハ全･公人杢今f八A杢嘩1全ﾉｰ全.へ八鐸杢､逢条企全姿 全

ノ電公公亭へ八巻八 1公昏生公公 ム ヘヘヘハ全ﾊふん全』鄙唇八鉤七八傘A3~……，へ 苧

次回例会: 2022年4月5日（火) 12:S0 名古屋東急ホテル4階雅の間

卓話: ｢NP○キャンヘルプタイランド活動報告」 NP○法人キャンヘルプタイランド理事坂茂樹様


