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◇“それでこそロータリー”

◇出席報告

会貝 58名 出席42名

出席率 7241％

前回 9月20日 （修ll皇出席率)9828%

◇ビジター紹介 6名

◇お誕生日祝福

黒野夫人（9/30）、西川夫人(10/b)、武内
君（10/6）

◇ニコボックス

名古屋RC長谷川真弘君

10月2日御幽座ご観劇ありがとうございます。

又、本日はスピーカーのお役をご指名いただ

きました。

和合RC石田秀翠君石田流の芸術歴の

招待券150枚事務局にさし上げますのでお使
い下さい。いつもメーキャップありがとうご

ざいます。

新美 敢君

･長谷川真弘氏に講演をしていただきます

ので。

o小林明氏の寸評に猛チャージの結果ゴル
フ会で優勝しました。

o10月1 LI3時、 CBC'1,V「女性について

？」繭します。

小林 明君10月22日、ゴルフ吋好会の皆

様有難うございました。特に永井さん、小山

さん御協力感謝します。

ゴルフ会参加者一同、同夫人より
楽しいゴルフができましたので。

又、加藤大豊君のお孫さん、加縢力也君

のグロス（45，46＝91）より多かった方々よ

り。

谷口暢宏君災谷川さんをお迎えして。

笹野義春君先IJゴルフコンペで新美会長

と同スコアで会艮の優勝。又、会長のご配慮

により幽品の冷蔵庫をおゆずり頂きありがと

うございました。

青山敏郎君先週のガバナー公式訪問には

会長、紳躯、役員の皆様ご苦労様でした。

武内 清君誕生日祝い。

黒野貞夫君西川豊長君夫人誕生日祝
い。

佐久間良治君結婚記念口祝い。

※講演者長谷川真弘氏より講演料をニコ
ボックスに入れていただきました。

◇大口副幹事報告

1． 本口例会終了後、理事役凰会を開催いた

しますので、理ﾘﾄ役員の方は2F橘の間に
お集まり下さい。

2． 第251地区札幌モーニングRCより認証

状伝達式（10/30）のご案内がきております。

参加希望の方は、蛎務局までご連絡下さい。

3 10月4日(火)の次回例会は、 10月21二1個)御

園座観劇会ですのでお間違いの無いようお

願いいたします。

◇佐野副会長挨拶

般近のニュースの中に藤の木古境の蓋を取
って石總のI淵査をすることが大きく報道され

て居ります。その,日棺が朱でぬられて居る様
子は、テレビニュースで克明に報道されてお

りましたので皆さんも曲｣存知の事と思います。

又、今腿はどんな莱暗らしい副葬品が石棺の

中に保存されているかが今後の興味の一つで

す。

ここで、朱とはどんな物か考えてみたいと

思います。当時の朱は自然に日本の各地で採

れたようです。地下の水銀が気化して地中か

ら岩の削れ目を通って地表に出て空気にふれ

空気中の硫化物と結合して朱砂（硫化水銀）
となり、美しい赤色となります。現在でも朱

肉として日本の現代生活に必姿なものであり

ます。

古代文化の中で朱は人間が雌初に発見した
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腿谷11 1でございます。L1今過分の噸l紹介を

撒き、又10月2間には皆際方御観劇蚊きまし

て誠に有難うございます。

御關塵は創業以来93ｲ「を経て今日迄に至っ

ておりますが1具に歌舞伎を韮に今日迄参って

おります。

今IJ私が皆様にお見せしようと持って参り

ましたのは絵瀞付という物でございます。明

治29～30年頃に刷られたものをそのままの技

術で作っております。但しこれは現代の人が

作った物でございまして多少違っております

が､11時はこれがプログラムにもなっており、

111時の人はこれを持って臓劇においでになっ

たわけで有ります。

岐近になりまして観劇される方も大部変化

があり、観劇される方の90影は女性です。そ

んな訳で女性趣向という4iになりまして理解

して戴くために絵番付も変り、カラーになり

まして皆様に理解され易いように変化してお

るわけで有ります。

顔見世は、今年で24回を迎えますが70週年

に始まりまして今日に至り、私も24回の顔見

せにたずさわって来た訳でございますが沢山

の科優が亡くなっております。そして二度と

兇る【慨の出来ない演技というものが郷台の中

で消化されてそのまま消えていってしまうと

いう親で有りますがこれだけの精進した名演

技というかエッセンスがそのまま消えていっ

てしまうという蝋は残念で仕方が有りません。

こういった歌舞伎も年々観客が減る|頃向にあ

り、そんなl.l:'でも私は微〃ながらも名古屋の
文化の為につくして行きたいと思っているわ

けです。そういう面も有りまして今1回l皆様に

はお昼の部を観て戴きますと大変有難いと思

います。

絵悉付にも.りますI摂州合邦辻｣というのは歌
右術IMjが体が恕〈て昼夜に出る事が出来ませ

んでこの一時間余々の｢摂州合邦辻｣の一役だけ

に舞台生命を掛けて演じるわけで有りますが

これもおそらく今年が妓後になるのではない

かと思います。又、相手をします片岡仁左衛

門も人間国宝で、この方も'三Iが殆ど見えませ

ん。声で誰が来たかという!jjを判断致しまし

て'二|の前がボーッと見えるという事とﾉ蹄で距

離感を判断しているようでございます。それ

が謙台に出ますと一般の方々は感じさせない

様なお芝届をされます。

嗽右衛門さんと仁左術IIIjさんのお一人の

I投州合邦辻」というのはI宮1本でも雌I剤の狂

,封となっております。人|Al国宝であるお二人
の名城技を兄て蛾くという蝋も何かの縁であ

ると思っております。そんな”#知識を持っ

て観劇して戯くと何かの参爵になると思いま

す。

色ではなかったかと思います。 ｜器に彩色を

する、北部九州に見られる装飾古墳のイ,室に

描かえた絵に、達しい朱が現在も残っており

F放白年前の'二I水絵i師を兇ることかIII来ます。

朱は、色彩の美しさだけではなくて、防腐

剤の役目をし、 ミイラを作るのにも多く用い

られるようです。水銀の朱から始まりペニガ

ラ（酸化鉄）の赤、鉛から作った鉛ノリ･の赤、

岐近はカドミから作るカーマイデ赤と変化し

てきました。

朱の原料となる水銀は、古代からIルk人が

苑兇した金胴で、金を採り出すのに大変便利

な金属材料でした。私共は現在でも水銀の金

のアマルガムで金メッキとして使っておりま

す。直前会艮の野村さんが水銀汚染のお話を

されましたが、水銀も使い過ぎると,lj:になり、

jm11tは医薬品にもなります。不老長がの妙薬

も水銀と金が主な原料のようです。

三年程前、 ll倉院で古代の薬が紹介されて

おりました。マンモスの化石や水銀の鉱石も

並んで居りました。丁腫その頃富山の薬屋で

イく老長寿の薬の実演をテレビで放送しており

ました。金小判と水銀の鉱石で作っておりま

した。 ‐|･年穂前まで薬として販売していたよ

うです。

水銀は'二|到の各地で産出し、丹生と言う地

名で各地に;/”、水銀の神様はニウズヒメで

丹生神社として八-'一社姪あり、これはi断野山

の勢力分布したものであるようです。高野山

も水銀鉱111の上にあり、空海が中国から水銀

の知識を持ち帰った知識人であったようです。

興言宗の即身仏、 ミイラ化は五穀を断って
、丘ｲI;、十殻を断って五年、その間、野菜を食

べて水銀を柵める。湯殿山地方は即興仏の本

場で、土壌その物が高い水銀の含有料であり
ます。そこで育った野菜を食べれば水銀の蓄

悩は多くなります。

ちなみに水銀汚染が日本で最初に起きたの

は、東大寺の大仏様の金メッキが始まりのよ

うです。

◇講 演

｡演劇いまむかし”

㈱閥11劇座社長（名古屋llC会員）
長谷川真弘氏 （紹介新美芯）
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又イヤホンで芝居の内容を同時進行で説明

する事になっております。大変狂言の内容が

判り易いと思いますので御利用下さい。

（文責魚津）

◇高沢ガバナーお手紙紹介

ところがない、などという思いは味わわなく

てすみます。壮麗な庭園を有する宮殿、国立

博物館や国立民俗学博物館で見ることのでき

る韓国の数々の素晴らしい文化遺産、これら

の中に韓国の歴史が生き生きと脈打っていま

す。 もっと現代的な雰囲気を楽しみたい人は、

繁華街の梨泰院（イーテウォン）を訪ねれば

必ず満足できます。ここは、ショッピングを

楽しむ人の天国で、ソウルの夜を躍動的にい

ろどっています。

1989年RI国際大会は、ソウルで開催予定

のもう一つの大規模な国際的催し、 1988年オ

リンピックのすぐ後に開かれます。ロータリ

ーの国際大会では、オリンピックと同じく、

多くの国と文化の代表者が一堂に会し、その

エネルギーと才能を発揮しようとします。来

年は共にソウルに行き、 「ロータリーに活力

を－あなたの活力を」を実践しましょう。

敬具

汽革＝承＝ー＝…＝一垂宝＝…＝…華…
サ

9月22日＄

：
1988年

名古屋千種ロータリークラブ

会長 新美 敢様

幹事 堀江宏輝様

国際ロータリー第

ガバナー高

この度は、公式訪問に伺いました

会員皆様のご熱心なるご協力により

了出来ましたことを、厚くお礼申し

集中豪雨のため避刻致し失礼致しま

また、心暖まるご歓待をいただき、

上げます。

貴クラブは、本年は会長さんを中

的にクラブ活動に取り組まれ、必ず

成果をあげられるものと確信致しま

員増強につきましても多数のご計画

実現されんことを期待致します。ま

会員の教育につきましては、特に力

下さる様願い上げます。お約束の他

テキスト2部同封致しました。ご参

いただければ幸いです。

水野民也様はじめ会員皆様に宣し
下さい。 お礼まで。
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国際ロータリー会長

一第50回ゴルフ会成績一

（富士可児美濃コース 9/22㈱）

RANK NAME中西 GH'cpNET
優勝新美 敢48 47 95 2768

準優勝笹野義春46 47 93 2568
3位小山雅弘44 43 87 1572

B B竹内真三49 47 96 1482

－第28回夫人ゴルフ会成績一

BANK NAME 中西GH'cpNET
優勝成田真砂子50 60 110 2684
準優勝黒須アイ子58 51 109 2089

3位竹内逸子55 62 117 2295

（参加者20名）

※次回は11月17日附9時24分スタート

四日市カンツリー倶楽部です。

ふるってご参加下さい。

◇例会変更のお知らせ

名古屋名東RC 10/11(火)職場例会の為、㈱
マイクuにてPM12:30より

名古屋名北RC 10/12(zk)夫人同伴のHSM.

の為、平安殿にてPM5:30

より

名古屋港RC 1"14(金)朝食例会の為、
AM7:30より

名古屋中RC 10/17(H)第2回FS.Mの為、
味の店石川にてPlf:00

より

◇次回例会(10月2日）

職業奉仕、親睦活動合同委員会懇親観劇会

御園座「吉例顔見世」AM10:45より

◇次々回例会(10月11日）

友愛の日（立食例会）

◇RIニュース

ロータリーに活力を－あなたの活力を

1989年5月21日～24日

韓国、ソウル

1989年国際ロータリー

国際大会への

公式招待状

ロータリアンの皆さん；

国際理解と親善を推進する機会で、年次国

際大会にまさるものはまずないと思います。
国際大会には、 これまで、 ロータリー世界100

カ国以上から多数の参加者が集まってきまし

た。韓国、 ソウルで開かれる1989年国際大会

に出席して、 さまざまな文化交流の中で共に

親睦を楽しまれるよう私からもお願いします。
ソウルは、 1392年に漢陽府として築かれ、

500年間、朝鮮王朝の首都となってきました。

この王朝のおもかげがソウル市内のいたると

ころに残っており、伝統と現代感覚が調和よ

く混合して、 ソウルならではのユニークさを

かもし出しています。四つの宮殿、宗廟、他

の史跡が、20世紀の高僧ビルをバックに落ち

着いた佇まいを見せています。

韓国の首都、ソウルを訪れる人は観光する

へ
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◇ガバナース・レターより

､職業奉仕における新方針"について 沢隆
吉
向ガバナー

本年度、国際ロータリーは“職業奉仕におけ

る新方針”を発表致しました。この新方針力ざ発

表されたのが新年度がせまつ.てからのため、各

クラブへの理解ｶﾎ充分出来ていないと思われ、

改めてその一部を要約して説明させていただき

ます。申すまでもなく、職業奉仕は、ロータリ

ーの奉仕活動の中心となるべきものであります。

10月の、職業奉仕月間〃に当って新方針につい

ての会員のご理解を願い上げます。

基本方針について

職業奉仕は、長いあいだ、ロータリアンにと

って、非常に意味をとらえがたい奉仕部門でし

た。その結果、 しばしば最もなおざりにされて

きた奉仕部門と云えます。 しかし現代では、新

技術が絶えず発展し、熟練労働者を人生半ばに

して冗員にします。また、多くの女性が労働市

場に進出しています。景気は減退し、産業スパ

イがますます横行しています。これら、 さまざ

まな要素がからみ合って職場を大変動させてい

ます。これらの急速な変化、問題を考えると、

ロータリアンの職業奉仕における努力を緊急に

練り直さなければならないことが浮き彫りにさ

れます。さらに、 ロータリアンが、職場に高度

の道徳的水準を推進できるような職業奉仕の一

面を強調することも明らかに必要です。

従ってR.I.職業奉仕委員会が、 この奉仕部門

の再定義のため、 1987年に40年振りに招集され

ました。新方針力:採択され、新委員会機構ｶｶ創

設されました。従来は、 ロータリアンが自己の

職場で自己の職業に個人的に寄与することに重

点を置きましたが、それを「職業奉仕は、クラ

ブと会員両方の責務である」に焦点を変えよう

とするの力ざ、主眼点です。

職業奉仕は、 ロータリークラブとクラブ会員

両方の責務です。クラブの役割は、度々職業奉

仕を実践してみせることによって、 また、 クラ

フ・自身の行動に職業奉仕を生かすことによって、

模範となる実例を示すことによって、 さらに、

クラブ会員力ざ自己の職業上の手腕を発揮出来る

ようなプロジェクトを開発することによって、

目標を実践、奨励することです。クラブ会員の

役割は、ロータリーの原則に沿って、 自らと自

らの職業を律し、併せてクラブが開発したう。ロ

ジェクトに応えることです。

新しい職業奉仕の小委員会

就職相談委員会

①青少年の雇用推進に、会員の専門職上の経験

を生かすこと。

②実習プログラムを開発、支援すること。

③学校で職業計画プログラムを組織すること。

④新しい職業のための成人再教育。

職業指導委員会

①地域社会内に新しい仕事をつくること。

②引退者をボランティアやパートタイムの仕事

に就かせること。

③職場における薬物とアルコール問題に対処す

ること。

④職場で建設的雇用関係を推進すること。

⑤4つのテストを適用、推進すること。

職業情報委員会

①あらゆる有用な職業は尊重さるべきである、

と云う認識を深めること。

②職業分類談話をすること。

③会員の事業所見学の実施。

職業活動表彰委員会

①職業上の優れた実績を表彰すること。

②高度の道徳的水準をたたえること。

以上新しい峰職業奉仕における新方針流を要

約致しましたが、詳しくは説明書509-JAをご

一読下さい。R.I.日本支局資料室より購入出来

ます。
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