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作家になり一人で制作をする場合もモデルを使いま

す。各人によって異なりますが、 ワンポーズが20分、

休憩10分、計30分が一区切りです。これを一日6回繰

り返します｡モデルのアI､リエ滞在時間は3時間です。

この方法で最初から仕上げまでモデルを使う人もあり

ます。彫刻の場合150時間が目安です。

モデルは使うけれども自分の創りたいイメージが先

にあり、それに合致したモデルを探して使うという人

もいます。この場合は時間や回数にこだわらず自由に

製作します。イタリアの美術学校では特にモデルを使

うわけではありませんでしたがアl､リエに裸のモデル

さんがいつもぶらぶらしていました。ご存知ミケラン

ジェロは制作にはモデルを使っていません。彼の作品

を見れば解りますが、あの作品のような体の人はいま

せんしポーズもとれません。彼は解剖学を学び、それ

を雄にしてあのような傑作を生み出したのです。

これからは展覧会で、どのようにモデルを使ってい

るか、などを基準にするのも鑑賞の'幅を広げるのでは

と思います。
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へ

罹謬侭響‘濤響'‘濤響'侭響先週の記録＝侭謹'侭智＝侭竜3

$第1145回 平成18年8月22日(火） 晴；
語…………響,…‘震響病…雲辰響侭…鰹,侭…………製版

密"我等の生業”

露出席報告

会貝 59（56）名 出席 46名

出席率 82.14％

前々回 8月1日（修正出席率） 96.36％

｜吉田幹事報告’
1 ．林哲央君と魚津常義君より出席規定免除願いが

提出され、理蔀役員会にて承認致しました。

ロータリー情報委員長魚津常義君より鈴木理之

君副委員長は大口弘和君に委員を笹野義春君にお

願い致しましたのでお知らせ致します。

2．服部正夫君より事務所引っ越しの為、グランド

ピアノを世く事が出来ないとの事で、希望の方は

お申しで下さい。

囹卓話

“表現者としての役割”

会員服部正夫君

1964年、モデルエージェンシーとして設立した弊社

は、創業42年を迎えた現在、老若男女総勢600名のメ

ンバーを有する事務所となりました。

モデルとは何か･･･モデルとは企業や商品をPRするも

の～広告という枠のI:|則で言わば何にでも成りうる存在

～がモデルであると考えます。ショー、CM、ポスター、

新聞、雑誌、インターネットと媒体は実に様々ですが、

それらを通して広告したい「もの」そのものが、より

魅力的に分かりやすくその意図を明確に伝える役剖を

担うのがモデルなのです。近年では一般的にも理解さ

れるようになってまいりましたが、その歴史を辿って

みるとモデルの職業としての確立には時間がかかりま

した。商業モデルに対する見識は、創業当時から比較

すると大きな変化を遂げたとも言えるでしょう。

弊社がこれまでやってきた事、またこれからやるべ

き事を一つのキーワードで示すとそれは「表現する」

という甑。前述の通り何にでも成りうる存在であるた

めには､表現するという事が重要になってまいります。

忽一

|山本会長挨拶’
残暑お見舞い申し上げます。今年は立秋を過ぎて急

に猛暑がやってまいりました。お盆はいかがお過ごし

でしたか？夏休みは十分お取り頂きましたでしょう

か？くれぐれも夏ばてしないようご注意下さい。

毎年、夏になりますと私ども作家は「制作」が季語

で、秋の展覧会の準備にはいります。

画家の多くは山莊や別荘を持っており、キャンバス

を抱え涼しい所に出かけますが彫刻家は全てを持参し

て出かけるわけにはいきませんので暑い名古屋で汗を

かきかき制作をしております。

制作の表現対象が人物の場合、本当に裸のモデルを

使うのですか？とよく訊かれます。今日はその事につ

いてお話します。

学生時代、勉強する時は数人で裸のモデルにポーズ

をつけ、八方から見ながら製作します。
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『共生』symbiosis会長テーマ 本紙は再生紙を使用しております。



事…今更ながら声を大にする事でもないように思いま

すが、 「わかりにくい商品」を売る上でそれこそが40

年余において培ってきたものなのです。

また、弊社はモデルの職業としての確立に伴い、肖

像権、著作隣接権など権利ビジネスの確立にも力を注

ぎ、積極的に国への働きかけも致しました。 リーディ

ングカンパニーである責任、それは業界をリードして

いく存在で有り続けるという事…まさに本年度のRI

のテーマ～READTHEWAY～「率先しよう」に通

ずる理念であると考えます。

時代の表現者である役割を果たす事…それが延いて

は地域に社会に貢献する事に繋がると信じています。

◆奥村彰司君の卓話は時間の都合にて次回行います。

動画に於いては動の表現、スチールにおいては静の表

現…そこにプロとしての姿が表現されるわけです。美

しい笑顔や立姿はもちろんの事、後姿、足、指だけで

もプロでしか表現できない、プロでしか成し得ない仕

事があります。本物は背中で仕事をするとも言われる

位です。そしてこの表現する事のさらなる発展型とし

て2001年より総合的なエンターテイメントの提供をあ

らためて弊社の柱と掲げました。広告のみならずより

枠を広げたマーケットの中で、 タレント、MC，ダン

スチーム…そして近い将来シンガーも誕生しようとし

ています。まさに表現する役割を担った私共の「商品」

が様々な形で世に出ているというわけです。誠実に向

き合う姿勢でより高度な品質を保ち健全な商売をする
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;会融雪妄言‘城蝋濃嚇二ご繍蝋……！
;固とした倫理観､寛大な精神､成さなければならない事柄を率先して行う意志です｡何世代にもわたり､世界I
＃中の地域社会において、 ロータリアンはリーダーとしての役割を果してきました。今日、 ロータリーのリー6

＄

Iﾀｰｼｯﾌは､ これまで以上に世界で必要とされています。 ＃

＃ 今ロータリー年度の私のテーマ、 「率先しよう」は、先に述べたロータリーの伝統とも言える価値観に基づ＄

鱸霊溺芦;葛、籠鱸妻蕊唐瀧慰:就職慧鷲辱巽箪職；
蝉…溝‘二.-,Ⅷ-の理念を峡し附季…て‘……｡震いやりを議し他…雲し~ ：
8実践的な知識と慈悲の心を調和させることです｡そうすれば､私たちはロータリーを充実させ､より良い奉仕；
1を行うことができるでしょう。 ＄
； 今日､私たちの地域社会が必要としているのは､憧れの有名人ではなく､真の手本となる人物です｡夢を追I
1うだけの理想主義者ではなく、実践主義者を必要としているのです。ロータリアンとしての私たちの責務が例＄
;会にとどまらないことは､誰もが周知のところです｡私たちは全員が､それぞれの地域社会を､ひいては世界II＄

警磯蝋撫;蕊蓋醗獺噸噌鱒蕊
|地灘方麓競{二製臘謬篁畿鯉I宙裂獣し澱鰔彗鰯鱒
リロータリーのシンプルな価値観を通じて、より良き明日を築く手助けができるはずです。 ＄
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;浅井 誠寿;浅井 誠寿 萩原喜代子 服部 正夫 澤田 淳治 鈴木 正男メ
タ もう秋の蝉というくぎですが声 林 正路 林 昭一 鈴木 理之 竹内 克豊；
；が揃うと金属的な音になります 堀江 宏輝 池森 由幸 竹内 眞三 舎人 経昭〉
； 一丸の蝉に鼓舞さる朝なさな 伊藤三津子 加藤 重雄 和田 正敏 渡邊 源市；

;紺矢 寛朗 川端 圭 小林 明 吉田 節美 吉田 玄；
： 厚生年金会館存続の署名を9日 小杉 啓彰 小山 雅弘 夏の甲子園笑顔､泣顔胸をタ
ミ厚生労働大臣に提出いただきました 黒須アイ子 柵木 充明 熱くする戦いでした 〉
〆 ＞

ミ ご協力ありがとうございました 松居 敬二 宮尾 紘司 在田 忠之 〉
;山本 眞輔 三好 親 水谷 祥督 ご無沙汰しております ；
； 残暑お見舞い申し上げます 西川 豊長 西野 英樹 夫人誕生日祝い 〉／
;油田 弘佑 足立 一郎 岡田 雅俊 奥村 彰司

；ミニ村 聰 後藤 滋已 大口 弘和 佐野 寛
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次回例会 平成18年9月5日（火）
卓話 会員後藤滋巳君

会員岡田雅俊君

"よい歯・歯ならび．よい笑顔”

"生命保険事業の現状と今後の方向について，，
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