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第401回例会平成2年9月18B(火） 曇

へ

の好きなことば」に戦りました。

江崎民夫君永井さん、読みおとして申し

訳ありませんでした◎

奥村登喜朗君、久保田皓君、吉田節美

君誕生日･祝い。

笹野義春君、今枝秀夫君夫人誕生日祝

い。

◇鷲野幹事報告

1 .本日例会終了後、クラブアセンブリーを

開催いたしますので、理事役員、各委員長

は芙蓉の間にお集まり下さい。

2~ 次回例会終了後、理事役員会を開催いた

しますので、理事役員の方はお残り下さい。

3．第271地区三次中央RCより認証状伝達式

(1l/12)のご案内がきておりますので、参加

希望の方は郡務局にお申し出下さい。

4~ ロータリーの友9月号がきておりますの

で、お帰りにお持ち下さい。

◇成田会長挨拶

本日は岡本櫻二名古屋第二分区代理をお迎

えして、第401回の例会を開催されますことを

大変うれしく思います。

岡本さんは歯科医の先生でもあり、名古屋

名東クラブの会長も経験された方であります。

ただ今年に入って体をこわし、2月に1回、

5月に2回目の手術をされ、就任直前まで名

大付属病院に入院されておられました。

7月24日の名古屋l6RC幹事会が当クラブ

がホストで開かれた際、元気な姿にお目にか

かり安堵した次第です。

何れにせよ長い闘病生活のすぐ後に分区代

理という、非常にハードな役割を受け継いだ

わけであります。どうかお身体をご自愛され

まして、私共のご指導をお願いするものであ

ります。

◇“それでこそロータリー”

◇出席報告

会員 68(67)名 出席 ‘18名

出席率 7164%

前回 9月11B (修正出席率) 98.51%

◇ビジター紹介

名古屋名東RC岡本櫻二名古屋第二分区

代理

名古屋名東RC太田暹君他3名

◇お誕生日祝福

奥村君(9/12)、久保田君(9/15)

笹野夫人(9/16)、今枝夫人(9/23）

吉田君(9/23）

◇ニコボックス

名古屋第二分区代理岡本継二君

名古屋名東RC 太田暹君

貴クラブを訪問させていただきましたので。

成田良治君、鷲野義明君、大谷和雄君

秋山茂則君、菊池昭元君、新美敢君

和田正敏君岡本分区代理、太田迦さん

の御訪問を歓迎して。

加藤大豊君

・太田茂さん、先日の盛大なホールインワ

ン祝賀コンペおめでとうございました。

・国体愛知県選手団長として、福岡へ行って

きました。

･ I.O.C総会で、 1週間東京にかんづめです。

小林明君太田茂さん、先日のホールイ

ンワンコンペ有難うございました。

永井正義君太田茂君ホールインワン記

念ゴルフ大会でパートナーの水野民也さん

御夫人と楽しくゴルフを致しました御蔭で優

勝することが出来ました。有難うございました。

太田君、とても素暗らしい賞品ありがとう。

秋山茂則君ロータリーの友9月号P23「私
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き初める。江戸時代、古田織部没、李参平、

有田泉山、白磁鉱を発見、白川天狗谷ではじ

めて磁器をつくる。京都では仁清が色絵をこ

ころみる。赤津地区の窯では、摺鉢、かめ、

鉢など盛んに焼かれた｡尾形光琳この頃活躍

期、伊勢小向にて万古焼はじまる。一七三六

年、加藤民吉は瀬戸染付焼の磁祖である。一

八○四年九州、佐賀、有田と三年修業し、瀬

戸焼の染付の名を高らしめた。民吉尾州藩染

付で御用品焼く。一八二○年、幕末の名工春

岱、加藤宗四郎春岱もまた赤津織部を興した

偉大な名工と言える。明治時代、尾張新製焼

として刺まった瀬戸染付、この時代瀬戸を支

える産業となる。河本半助らによって、磁器

輸出向の製品が多数焼けた。

＜加藤唐九郎先生との出会い＞

私が師と仰ぐ唐九郎先生、小生と唐九郎先

生との出合いは三十余年前になりますが、先

生には色々と焼きものについてご教示を頂き

ました。特に土に対する情熱は凄じいものが

ありました。 “土”を口でナメルと酸味があ

るとか、ショッパイ、とか良くいわれていま

した。その頃にはこんな事がある物かと感じ

たことがありました。それから土さがしに山

あるきが始まったのです。今になってやっと

土と友達になってきたような気がいたしまし

た。焼物は下地が良くないと作品の出来がち

がうとよく教えられました。今は亡き先生の

お教えを思い出しつつ新しい発見につとめて

います。猿投山麓のふもとで毎日創作活動が

出来ることを有がたく思っています。近い将

来に薪で焼く窯を創ることが夢で、若い作家

の仲間と一緒になって薪窯を焼ける日を願っ

ています。

＜瀬戸のやきものの歴史と現在＞

瀬戸の焼物の歴史は千年ともいわれていま

す。平安時代後期には、瀬戸山口、広久手地

区で灰釉蓋器、長根地区にて、四耳壷、印所

では無釉陶など。鎌倉時代、拝戸で無釉小皿

山路では片口鉢。一二二八年、加藤四郎左衛

門春慶らによって中国宋風瀬戸焼起こる。加

藤四郎左衛門春慶は古瀬戸焼の名工であった。

南北朝時代には、瀬戸の陶工美濃妻木、下石

窯ケ洞へ転流し瓶子を焼く。室町時代、瀬戸、

利田山窯、免四郎窯水害にて崩れる。瀬戸の

陶工が多治見とか土岐で灰釉天目、瓶子など

焼く。織田信長制札、によって瀬戸窯の保護。

千利久が活躍す。利久が信長の前で茶をたて

る。桃山時代、古田織部茶人としての活躍期、

天正一八年～元治元年、美濃で黄瀬戸が焼か

れている（穴窯）大萱窯で志埜焼（穴窯）美

濃窯では黒織部が焼けた。古瀬戸地内では、

花瓶、下、鉢、灯具が焼かれた。赤津平次窯

にて天目、壷、片口鉢が焼かれている。

本日も1 1時半より会長、幹事懇談会を行な

い、また1時半からは岡本分区代理を囲んで

のクラブアセンブリーを行います。

それに先き立ちまして、分区代理のお話を

受け賜わりたいと思いますので、どうぞ宜し

くお願い致します。

◇岡本名古屋第二分区代理挨拶

ター
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先程、成田会長より、私の身体のことをお

気づかい下さいましたが、このように元気に

なりました。

私は、以前名古屋和合RCに在籍しており

ましたが、入会して5～6年経つと、、ﾘ会長

となって名東RCへ行け、と言われて移藤し

ました。副会長の翌年は会長になりました。

ところがその後、前会長が急に病気になら

れ2回目の会長をやりましたが、半年後、今

度は私が病気で入院してしまいました。悩性

閉塞性血管炎で第1回目の手術を2月8日、

第2回目の手術を5j~1 1口にして、現在に至

っております。

分区代理訪問というのは、非公式の訪問で、

ガバナーの公式訪問の前の露払いであります。

千種RCは出席率もよく、特に前年度はホー

ムクラブ皆出席の方もいらっしゃってすばら

しい事です。

クラブアセンブリーで又、お話をしますが

よろしくお願いいたします。

グー

◇講演

“瀬戸の焼物”

瀬戸陶芸協会理事

河村碩山氏 （紹介佐野君）
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赤津窯として尾州藩に上納する織部陶を焼
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会長・幹事懇談会

11:30～12:30葵の間

あなたのクラブを滅ぼす10の方法

1 . 例会に欠席します。

2． 出席したら、あらさがしをします。

3~役職に就くのを断ったり、委員になるこ

とを拒否したりします。

4． 自分が指名されなかったり、任命されな

かったりすると腹を立てます。

5．委員に指名されたのに、委員会に欠席し

ます。

6~ 例会に出席しても、終わるまで発言しま

せん。次いで、批判したり、こうすれば

よかったのにと言います。

7~ できることなら、クラブの業務は何もしな

いようにします。信頼できるいつもの顔

触れが仕事に取りかかろうとすると、派

閥が形成されているといって非難します。

8．新プログラムはすべて会員の金銭の浪費

だといって反対します。

9．新しいことがなければ、役員に創意がな

い、といって不平を言います。

10． クラブ会報をあまり読まず、何が行われ

ているか分からないといってこぼします。

一クラブ会報より

吟…h,罫

例会前に分区代理と正副会長、会長エレク

ト、正副幹事による会長・幹事懇談会が開催

されました。

クラブアセンブリー

13:30～1500芙蓉の間
‐

允鐙~

◇例会変更のお知らせ

名古屋名東RC lO/2(火)職場例会の為、

㈱サンゲツ本社にて

PM12:30より

名古屋空港RC lO/8(月)夜間例会の為、

PM6:00より

名古屋名東RC lO/9(火)夜間例会の為、

松楓閣にてPM6:00より

10/16(火)IM全員参加

の為、 10/15(月）ホテル

ナゴヤキャッスルにて

PM2:30より

名古屋東南RC lO/18(木)は、 10/14(B)

奈良方面にてAM800より

名古屋東RC lO/22(月）ファイアサイド

ミーティングの為、

10/23(火)八事八勝館にて

PM6:00より

名古屋名北RC lO/24(水)F.S.M.の為、

平安殿にてPM5:30より

名古屋和合RC 10/24(水)F.SM.の為、

かすが荘にてPM6:30より

急 蕊
Mi}

~

例会終了後は、クラブアセンブリーが開催

され、理事役員、各委員長、新入会員が出席

し、分区代理の明快なご指導を賜りました。

◇情報抄録より

10月は職業奉仕月間

私たちは職業奉仕月間を遵守するために、

いろいろな方法を選ぶことができます。早目

に計画を立て始められるなら、 10月末までに、

そのすべてを実施できる時間的余裕をもてま

す。地域内の優れた人に職業賞を贈ることも

考えられます。第2奉仕部門への熱意を協調

するにも、クラブの広報にも役立つ素晴らし

い方法です。

簡単なテスト

あなたがクラブに入会しなかったとしたら、

クラブはどうなっているでしょうか、ちょっ

と考えて下さい。あなたがいなくても、やは

り力強いクラブでしょうか？同じ程度の社会

奉仕をしているでしょうか？さらに、週例会

はどうでしょうか？例会には同じくらい親睦

がみなぎっているでしょうか？入会していな

い、と仮定してあなたのクラブへの貢献度を

測るより、参加してみて測ったほうが楽では

ありませんか？

一

◇次回例会（9月25日）
ビデオテープ

われらの天体、地球の保全

「人類の共有財産、地球を守ろう」

◇次々回例会(10月2日）

ガバナー公式訪問
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◇ガバナーズ・レターより

1990～91年度RI会長賞

容内区分’ 名誉分類

ロータリーを高めよ－思いを尽くし熱意を尽くしへの熱意の高さで抜きんでて

L､て、 「超我の奉仕」を最もよく実証し、ロータリーの網領を具現するようなロー

タリアソ。

四大奉仕部門における傑出した業績者。

模範的ロータリアン

☆地域賞6

（各地域からl )

個

クラブ奉仕☆国際賞1

職業奉仕☆国際賞1

社会奉仕☆国際賞1

国際奉仕☆国際賞1

人

この4人のロータリアソは、 1991年RI国際大会の来賓として招待予定。

1990年7月1日から1991年1月1日までに会員純増率の最も高↓､ロータリー・

クラブ。

国際ロータリーとそのプログラムに対する地域の理解を深めるための最も斬新

で、成果を上げた広報プロジェクトを実施したクラブ。

会 員 増 強

☆地域賞6☆国際賞1
へ

広 報

☆地域賞6☆国際賞1
ク

最も意味のある効果的なプロジェクトを実施したRVCと提唱クラブ。プロジェ

クトは継続中のものか、 1990～91年度に始めたもののいずれか。

最も力強く効果的な薬物濫用防止プロジェクトを実施したクラブ。プロジェク

トは、継続中のものか、 1990～91年度に始めたもののいずれか。

ロータリー村落共同隊

☆地域賞6☆国際賞1

薬物濫用防止

☆地域賞6☆国際賞1
ラ

最も斬新で、成果を上げた環境保全プロジェクトを実施したクラブ。継続中の

プロジュ:クトか、 1990～91年度に始めたもののいずれか。

職業の日、模擬国連総会、ビア・サポートなど、 ロータリアソと青少年の参加

する最も優れた青少年プロジェクトを実施したクラブ。

各地域における最も優れたローターアクト・クラブ・プロジェクトをたたえて、

ローターアクト ・クラブとその提唱クラブ。

｢惑星地球の維持保全」

☆地域賞6☆国際賞1
ブ

青 少 年

☆地域賞6☆国際賞1

ローターアクト

☆地域賞6☆国際賞1

1990年7月1日から1991年1月1日までに最多数の新クラブを設立したロータ

リー地区。

ロータリーのイメージアップにつながるような最も効果的な広報キャソペーソ

に成功を収め、 さらに、少なくとも75パーセントの地区内のクラブがこのキャソ

ペーソに参加したロータリー地区。

拡 大

☆地域賞6☆国際賞1

広 報

☆地域賞6☆国際賞1

1991年1月1日現在で少なくとも75パーセソトの地区内クラブが参加する股も

斬新で模範的な世界社会奉仕プロジェクトに援助提供クラブまたは受領クラブと

して積極的に参加している地区。

へ

世界社会奉仕(WCS)

☆地域賞6☆国際賞1地

1991年1月1日現在、活動中のロータリー村落共同隊(RVC)を提唱するロー

タリー・クラブが地区内に占める比率が最も高い地区（既存RVCと新RVCの

両方が含まれます）。

ロータリー村落共同隊

☆地域賞6☆国際賞1

地元の薬物濫用防止プログラムに積極的に参加したクラブの地区内に占める比

率が最も高↓､地区、または、最も優れた地区主催薬物濫用防止プログラム（少な

くとも75パーセソトの地区内クラブが参加して↓､なければなりません）を実施し

た地区c

薬物濫用防止

☆地域賞6☆国際徴1

区

環境保全の重要性を訴えるプロジェクトに積極的に参加して↓‘るクラブ数の地

区に占める比率の最も高い地区。

｢惑星地球の維持保全」

☆地域賞6☆国際賞1

1990年7月1日から1991年1月1日までに最多数のロークーアクト・クラブを

結成した地区。

ローターアクト

☆地域賞6☆国際髄1

1990年7月1日から1991年1月1日までに受け取った、 ロータリーー財団への無

条件寄付額の最も多額の地区。

ロータリー財団

☆地域賞6☆国際賞1

※指名報告書の提出は、 1991年2月23日までに地区経由にてRI中央事務局に必着のこととなって↓､ます。
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