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第347回例会平成元年8月1日（火）雨
へ

深見章君鈴木正男君夫人誕生日祝い。

◇大口幹事報告

1． 次回例会は、創立7周年記念例会を夫人

同伴で開催いたします。

2． ロータリーの友8月号がきておりますの

で、お帰りにお持ち下さい。
◇新入会員紹介

◇“君が代”

◇“我等の生業”

◇出席報告

会貝 60(59)名 出席45名

出席率 76.27％

前回 7月25日 （修正出ﾙ1if率)100%

◇ビジター紹介 3名

◇お誕生日祝福

深見夫人(7/27)、鈴木(正)夫人(8/2）

◇ニコボックス

名古屋東RC尾関重雄君ごぶさたして

います。

小山雅弘君ゴルフ会、会長杯取り切り戦

で優勝しました。

新芙前会長、ありがとうございました。

幹蛎さん、色々お世話になります。

小林 明君ゴルフ会長杯取り切り戦で家

内が優勝しました。新美前会長、ありがとう

ございました。2年ぶりで30代が出ました。

加藤(大)さん、太田さん、永井さんありがとう。

安江敏昭君小笠原の後任で入会させてい

ただきました。前任者同様よろしくご指導賜

わりますようお願い申し上げます。

浅井誠寿君法学部企業法学科（日本初）

の申講が昨日文部省に受理されひとまずホッ
としています。

吉田節美君小笠原君の後任、安江君をお

迎えして。

先般の鳥羽パールヨットレース御心配いただ

きましたが無躯帰りました。

永井正義君ゴルフ会では、鴬野ゴルフ会

幹戦さんにお世話になりました。

小山さん、優勝おめでとう。

佐久間良治君平谷C.C.のゴルフ楽しませ

てもらいました。

蕊
氏 名 安江敏昭君

生年月日 I旧和17年11月18日

覗業所 日本生命保険相互会社

名古屋東支社

千紘区今池4－1－29
TEL741-0231

地 位 支社長

向 宅 名東区丁田町5－5．－1－305

TljL777-4740

惟臘者 宮尾紘司

職業分類 生命保険

委員会 親睦活動

◇黒須会長挨拶

“モナ・ リザの微笑”

モナ・ リザこの絵ほどレオナルド・ダ・

ヴィンチの名とともに全世界によく知られて

いる絵はありません。

わずか、縦77”、横53”という案外に小型

の480年前の絵であります。モナ・ リザの微

笑として、その美しさに魅了されないものは

へ
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いないでありましょう。しかし、 それほど有

名でありぱがら、絵の由来に関する資料は少

なく、そのためその価値を高めているともい

えましょう。

モナ・ リザは依頼者により描かれたのであ

りましょう。 しかし、 レオナルドはほとんど

完成品でありながら、未完成だといって渡さ

葱かつたといわれます。この絵に彼は愛着を

もって持ち歩きました。ルネッサンスの最高

の傑作であると自負し、 さらI員レオナルドの
絵画的活動の本質鞍示す完成品と信じていた

のではないでしょうか。

現在でもモナ・ リザの他にレオナルドの真

筆とされる、モナ・ リザの絵が突然現われて、

世界に話題を投げかけています。世界中で、

にせものも含めて、 モナ・ リザの絵は60位あ

るといわれています。

このモナ・ リザの絵は、 レオナルドが51才

頃、 1503年頃に着手し、完成までに4～5年

かかったといわれおります。

モナ・ リザのモデルになった女性はどんな

女性だったかも明確ではありません。

モナはマドンナの略称であり、 リザはエ'）

ザベッタの愛称であります。したがって画題

のモナ・ リザはリザ夫人という意味でつけら

れております。

リザ夫人はリザ・ジュラルディーとよばれ

た、 フレンツェの富裕ぱ市民の夫人で、 25～

6才の女盛りの美人であったといわれており

ます。

彼は女嫌いの画家であり、男色嫌疑をうけ

たこともあるため、霊を肉体的葱画によって

表現すること毎念願し、モナ・ リザの絵画表

現によって実現できると考えたのでありまし

ょう。

それではレオナルドは、 この絵において何

を表現しようとしたのでありましょうか。

まず、 レオナルド様式といわれる、彼独特

の手法とされるモナ・ リザの微笑は我々を魅

了します。

絵の表現の中心に彼女の微笑をおき、 この

微笑は万人に注がれ、彼女の眼をどこからみ

ても、その絵を見ている人に向けられている

ように見えます。微笑そのものによって、そ

の絵の意義を暗示しているようであります。

他のレオナルドの絵にあるような身振りや手

のしぐさもない、彼女は装飾品もひとつも身

につけず、その服装も黒いヴェールと濃い緑

の衣服をまとい庶民的であります。

ルネッサンスの当時の画家が美人画として

描いたほっそりとした女体をさけて、円満に

発育した女体を描くことにより、女体の完全

な姿体をそこにかき、血のかよっている女体

の描写によって彼女の微笑毎よくひきたてて

います。

また、眉毛が唾いため、彼女のアーモンド

型の目がより一層ひとをひきつけ、眼がもの

をいっているように思われるのであります。

さらに彼女の微笑をひきたたせるのに、背

景の山と川と雲と全体を包む雰囲気であって、

これらのロマンチック的な気分毎ただよわせ

る絵画的効果は、彼の長年にわたる自然探求

の賜（たまもの）でありましょう。

この微笑の意味毎どう解釈するかは見る人

の意向にまかされています．

ある人は平静、貞淑、優雅の微笑ともみえ

ますし、ある人はその微笑は魅惑的な魔性さ

韓もった、 ときにはみだらな微笑と思われま

す。

このように柔和な微笑を示される女性の本

質の2面性を1つの絵画の中に表現したレオ

ナルド ・ダビンチの絵は、絵画芸術の極致を

示しているのではないでしょうか。

－クラブフォーラムへ～-～､へ～

◇小池前会計委員長報告

◇小林社会奉仕委員長

本年度の社会奉仕活動に対しては、RIか

らの特別の注文は鞍かっとのことであり、過

日地区協議会ではクラブにおける継続事業の

見直しが提策されたと共に次のよう唾反省か

ら要望がだされた。

1． やりっ放しはこまる。アフターサービス

を心掛る事。

（ロータリーのカンバン等の塗り替え等）

2． 準ロータリーアン鞍1人当り10人程度増

して奉仕する。

3． 年間資金と労力のバランスのとれた奉仕

鐙する。

4． 奉仕は出来るだけ全員参加で行う事によ

り、活力ある奉仕鞍する。

以上のことを踏まえ、本年度は以下の継続

事業鞍すすめて行きたいと思う。

(1) 市内15RCの合同事業

（2）地域内の欝察・消防に対する協力。

③530（ゴミゼロ）運動を含む美化運

動に参加協力。

（4） 高齢者、青少年等に対する奉仕活動。

⑤歳末助け合い運動への協賛。

◇杉山青少年奉仕委員長

第276地区協識会報告 5/28

1． 委員長福山功（名古屋南）

260地区と276地区は合同で仕事をする。

今年度は会員1年間1，“0円特別会費を徴

集して総額約530万円をインターアクト、

ローターアクトの活動資金に充当する。

委員は日曜、祭日に参加する事が多いの

で大変であるが地域の青少年育成会議には

積極的に参加してほしい。

へ
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について検討し協力する。

◇佐久間職業奉仕委員

基本方針として職場の文化的生活環境基準

を高め、働く人々の可能性を§砿させるような諸
活動を開発するためにクラブと職場の両方で

奉仕への自らの責務を理解し実践するよう会

員の方々に呼びかける。

1． 職業奉仕に因んだ卓話をプログラム委員

会と協力して行う。

2． 前年度継続として各会員の職業を網羅し、

相互間の利益を考えながら協力できるため

の資料を配布する。

3．職業奉仕月間には会員の職場で、発明、

考案等の功績者、永年勤続者で他の模範と

となる従業員等を表彰する。

4． 会員及び家族にて会員の職場或は老舗の

職場等を訪問して、特別例会を開催し、各

自の職業奉仕についての関心と理解を深める。

◇ガバナース・レターより

お礼のことば

直前ガバナー 高沢 隆

6月30日をもって、ガバナーの任期を終え

ることになりました。クラブ会長さん、幹事

さん、この－年間ご苦労様でした。ご協力つ

つしんでお礼申し上げます。

1986年10月、上田市の地区大会に於いてガ

バナーノミニーのご推せんをいただいてより

2年8ケ月、長い様な短かい様な年月であり

ました。この間の特異な経験は、生涯忘れる

ことの出来ない宝物を得ることが出来ました。

数多くのロータリアンの友情であります。ロ

ータリーの心は究極心と心のふれあいであり、

他人に対する思いやりであり、友情であると

思います。

2． インターアクト小委員会

委員長岡田一秀（岡崎南）

現在、豊田、工専、豊橋商業、岡崎女

子高、一宮女子高、安城学鬮、津島女子高

等9つのインターアクトクラブがある。予

算はロータリーが出して学校からは出して

ないが年に1回立派なレポートが出ている。

老人クラブ、盲人学校を慰問し、人の暖か

み、感性にうえているのを助けて情操面で

の人格向上を図っている。是非インターア

クトクラブを誕生させて下さい。

3ローターアクト小委員会

委員長中根比呂志（岡崎）

現在260地区（5クラブ）、 276地区

（8クラブ）が合同して行っている。260

地区は全国最低である。クラブは豊橋、岡

崎、一宮、田原、江南、小牧、名古屋港等

であり、 ローターアクトクラブを通じて、

情操教育の育成、高度の道徳向上、職業上

の責任感の評価等に役立っている。

何故ローターアクトは出来ないのカヘ手
がかりはないか、検討して欲しい。

◇西川国際奉仕委員長

尾張第一、名古屋第一、名古屋第二分区国

際奉仕委員会議で協議決定された事業に参加

するとともに、 ロータリーを通じて国際交流

を深め、相互理解と新善を増進するよう努める。

・活動計画

1． 世界社会奉仕活動

第276地区合同の事業や援助活動に参加、

協力するほか、ロータリーの国際的プログ

ラムに協力すると同時に、当クラブ独自の

企画を検討したい。又、ガバナースレター

を出来るだけ多くの会員に読んでもらい理

解を得る。

2． 青少年交換活動

第276地区青少年交換小委員会において、

アメリカ・カナダ・オーストラリア地区の青少

年交換が行われるため、当地区の高校生の

候補者の推薦を行うよう会員に呼びかける。

3． 国際友好活動

あらゆる出会をとらえて世界のロータリ

アンと交流する機会を増やせるよう、クラ

ブ内でその趣旨の周知を計りたい。

4． 姉妹提携クラブの交流

提携クラブとの親睦を遂次深めたい。

5~ 下記の週間には会員の国際奉仕に対する

理解と認識を深めてもらうため、担当委員

会の活動に協力する。

（1）青少年活動月間 1989年9月

②米山月間 10月

（3） ロータリー財団月間 11月

（4）世界理解月間 1990年2月

6． 新しく始まる国際ボランティア小委員会

一

匙
溺
鰯
蕊
騨

三一

回議
公式訪問

公式訪問は7月8日閏新城RCをスタート

として63クラブ予定通り終了出来ました。こ

の間7名の分区代理さんには格段のご協力を

いただき誠に有難うございました。

本年度の公式訪問は従来のスケジュールを

変更致し、早朝9時より会長幹事会ユ0時より

クラブ協議会、12時30分よりクラブ例会出席

と、午前中心の訪問に致しました。当初は不
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安もありましたが、殆んどのクラブのご協力

により、この不安も解消し、順調に行うこと

が出来ました。私は、本年度各クラブの会長

さんに特に重点をおきましたが、いづれのク

ラブの会長さんも、本年度ロータリーのテー

マ「ロータリーに活力を」の実現の為のクラ

ブ計画を立てられ、立派に実行されておるも

のと存じました。

地区大会

4月22日～23日刈谷RC･のホストで開催さ

れた地区大会は、本年度の悼尾を飾るに相応

しい立派な大会でありました。大会前再三刈

谷に打合せに参上致しましたが、いずれの日

も雨降りで、とうとう本番まで雨となってし

まいました。雨男ガバナーのせいかと存じま

す。然し太田大会委員長さん、市川大会幹事

さんを中心とした刈谷RCの青年グループの

ご熱意は雨を吹き飛ばす出来映えであったと

思います。大会終了後刈谷RCの例会に出席

した折、会員皆様の晴れ晴れとしたお顔を拝

見して、安心致した次第です。

む す び

ロータリーは毎年指導者が交代致します。
この制度は毎年新しい目標が出来、 ロータリ

ーの発展に大きく役立っております。感田新

ガバナー、新しい会長さん、幹事さんのご活

躍を期待致します。終りに、任期中、ご指導

ご激励をいただいた地区諮問委員の皆様方、

ご協力いただいた分区代理、地区委員の皆様

方、さらに長期間にわたり献身的に協力いた

だいた、石川地区幹事、小田地区会計長、神

野、川部、森、三浦の副幹事の皆さん、内山

地区監事に心からお礼を申し上げます。又1

年余にわたり、にこやかに、正確にお手伝い
していただいた事務局の山田さんに感謝申し

上げます。

－第55回ゴルフ会成績

（平谷CC 7/27")

RANK NAMEOUTINGCcpimT

優勝小山雅弘4241 83 12 71

準優勝上野 保4242 84 11 73

3 位加藤大豊4849 97 23 74

B B笹野義春5556 111 20 91

8月29日脚直前会長・幹事慰労会の件

10周年記念準備委員選出の件

会長エレクト選出案の件

クラブ計画書の件

千種警察署ビデオ寄付の件

日韓高校親善バレーボール大会の件

新入会員候補者の件

４

５

６

７

８

９

０
１

今週の言葉
温故知新 黒須一夫

故（ふる）きを温（たず）ねて新しきを知る。
過去の伝統をもう一度考えなおして、新しい

意味を知ること。または前に学んだことをよ

くよく吟味して、それをもとに新しい道理を

発見することである。私は過去に発表された

価値ある論文を検討して、新しい研究を進め

るための参考とすると、自分流に解釈してい

る。

へ

◇例会場・事務局変更のお知らせ

－名古屋空港RC(9月より）

例会場 ホテル・キャッスルプラザ

名古屋市中村区名駅4－3－25
TEL582-2121

ビジターフィー￥3，300

事務局 名古屋市中村区名駅4－3－25
ホテル・キャッスルプラザ710号

TEL561-2405

FAX561-2405

◇例会変更のお知らせ

名古屋和合BC 8/16(水)お盆休みの為､休会

名古屋名北RC 8/16㈱休会

名古屋南RC 8/16伽お盆休みの為､休会

名古屋瑞穂RC 8/17㈱お盆休みの為､休会

名古屋東南RC 8/17体)早朝例会の為､AM

8:00より

名古屋両RC 8/17㈱休会

名古屋北RC 8/18倒休会

名古屋守山RC 8/19出RS・Mの為､8/18

燭アサヒビール名古屋工場
にてPM5:00より

名古屋名東RC 8/22(MF.S.Mの為､井清寺

にてPM6;00より

名古屋名北RC 8/23(水)職場見学会の為､ア

サヒビール名古屋工場にて

PM4;00より

名古屋東南BC 8/31㈱青空例会の為､世界

デザイン博名古屋城会場に

てAM9:00より

◇次回例会（8月8日）

創立7周年記念例会（夫人同伴）

◇次々回例会（8月22日）

講演 《､をどり遊び心”

西川流三世家元

西川右近氏 （紹介鈴木(正)君）

へ

－第33回夫人ゴルフ会成績

RANK NAMEqJTINGCcPNET

優勝安藤菜知子6059119 23 96

準優勝小林照子5057107 11 96

（参加者 17）

★会長杯取り切り戦

優勝小山雅弘 小林照子
◇7月度理事役員会議題（7月25日）

1． 1988～89年度決算・1989～90年度予算の件

2． ワープロ購入の件

3． 8月8日偶)7周年記念例会夫人参加の件
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