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ゴビ砂漠
「山水画」はこうして誕生した！

小松ロータリークラブ
2015〜2016年度 会長

撮影：小林 朋子

上杉

豊明

一般の家庭でも、床の間に「山水」の水墨画の掛軸を飾ることが多いと思います。それらの「山水
画」は中国美術文化の産物の一つとして、我々日本にも馴染みの深いものです。
古来中国では、山と水とが自然の二大要素であり、そこから「山水」の語は大自然を意味するよう
になりました。ことに中国では道家思想（老子を教祖とする思想）や神仙説・五行説とからみ合って
発展しつつ、やがて自然の美を詠ずる叙景詩が六朝時代（ＡＤ２２３〜５８１）に興ると、それと揆
を一にして「山水画」は単なる山水文様の画風から脱却し、美術や絵画として独自の技法や画法を編
み出していくようになったのです。
日本の山水画は、中国山水画の模倣から出発し、次第に日本人好みの画風に変容したものです。平
安時代以降は、いわゆる唐風山水画が主流となり、絵巻物や仏画の背景に見られる「やまと絵」の山
水技法が多用されるようになりました。そして、鎌倉時代末になって、山水の水墨画法は如拙や周文
に引き継がれ、やがて雪舟（１４２０〜１５０６）によって日本の水墨山水画は一応大成されたと言
えるでしょう。
（次回へ続く）

2945回 2016年1月9日 新春３ＲＣ合同例会

於：ホテルサンルート小松
＜ホストクラブ＞ 小松シテイロータリークラブ

３ＲＣ合同例会

司会：小松シテイＲＣ会場監督 中山宇一郎
山宇一郎

1.
2.
3.
4.

開会点鐘
小松シテイＲＣ会長・・・・吉田 正樹
国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング「奉仕の理想」唱和
会長報告
小松シテイＲＣ会長・・・・吉田 正樹
小松ＲＣ会長・・・・・・・上杉 豊明
小松東ＲＣ会長・・・・・・長野 守充
5. 幹事報告
小松シテイＲＣ幹事・・・・安田 和夫
6. 出席報告
小松ＲＣ
小松東ＲＣ
小松シテイＲＣ
7. 閉会点鐘
小松シテイＲＣ会長・・・・吉田 正樹

合同懇親会
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

祝宴
開宴挨拶
来賓紹介
来賓祝辞

司会：小松シテイＲＣ親睦委員長 飯塚隆人

大場潟乃太鼓 三段田
小松シテイＲＣ会長・・・・・・吉田 正樹
小松シテイＲＣ幹事・・・・・・安田 和夫
小松市副市長・・・・・・・・・竹村 信一 様
小松商工会議所会頭・・・・・・和田 衛 様
小松青雲ＬＣ会長・・・・・・・山田 英貴 様

乾杯
懇談
アトラクション
大場潟乃太鼓 まちゃんだ囃子
雷
神馬
ニコニコＢＯＸ発表 小松シテイＲＣ親睦委員会
万歳
能美ＲＣ会長・・・・・・・・・前田 英夫 様
手に手つないで
閉宴挨拶
小松シテイＲＣ会長エレクト・・村上 正之

2946回 2016年1月14日 例 会

例会報告
2016年1月9日（土）
ホテルサンルート小松
会員数 60名 出席数 42名
欠席数 18名 出席率 70.00％

於：アパホテル＜小松グランド＞

卓話
「 国際貨物について 」
北陸エアーターミナルビル株式会社
会社

針多

洋一

様

常務
紹介者
岡田靖弘会員

小松空港における国際航空貨物事業は、平成６年からルクセンブルクと小松を結ぶ貨物専用の直行便を受
平成６年からルクセンブルクと小松を結ぶ貨物専用の直行便を受
け入れ、施設、機材等万全の受け入れ体制を整えている。日本の中央部に位置し、「全国へ配送、集荷に便
を整えている。日本の中央部に位置し、「全国へ配送、集荷に便
利」
「迅速・確実・丁寧な貨物取扱いと質の高いサービスの提供」
「低廉で使いやすい」といった特徴を持ち、
高いサービスの提供」、
成田、関空、中部といった拠点空港にはない独自性を生かした、国際貨物の物流拠点化を目指している。
い独自性を生かした、国際貨物の物流拠点化を目指している。
現在の国際航空貨物路線は、貨物専用のカーゴルクス便（水、金、土）のほかソウル、上海、台北の旅客
カーゴルクス便（水、金、土）のほかソウル、上海、台北の旅客
便の貨物を搭載している。これに加えて、１月下旬からアゼルバイジャンからの貨物専用便が就航すること
１月下旬からアゼルバイジャンからの貨物専用便が就航すること
となっており、新しい路線が開設されることとなった。
ととなった
今後の方向性としては、国際航空貨物の物流拠点化のためには、国際航空路線の充実が不可欠で大規模拠
点空港に見られる、北米、ヨーロッパ、アジア等の世界各地に向けた路線と、多くの便数が必要である。カ
ーゴルクス便就航から２０年が経過し、貨物取扱いのノーハウと施設、機材等を活用してさらに受け入れ体
制の充実を図り、カーゴルクス便のヨーロッパ路線、北米路線を中心に旅客便による東アジア線（仁川、上
海、台北）の充実を図り、今回のアゼルバイジャン便に加えて新たな路線の誘致にも取り組み、小松空港か
ら羽田への国内線を活用した、北米、アジア、ヨーロッパに向けたネットワーク化を図り、小松に集荷すれ
ば世界各地との輸出入が可能になるといった体制づくりを進めていく必要がある。

メークアップ届

例会報告

1／12

2016年1月14日（木）
アパホテル＜小松グランド＞

第７回ミニフォーラム 出口、福島、原後、上出、小林幹雄、中西、岡田、髙木

中西

会員数 60名

出席数 42名

杉本

欠席数 18名

出席率 70.00％

針多洋一様、卓話ありがとうございました。
今後の益々のご発展をお祈りいたします。次年
度の理事、役員の承認いただきました。ありが
とうございます。理事、役員の皆様、宜しくお
願いします。

ニコニコ BOX
ニコニ
上杉

隆

針多様、本日はお忙しい中、ピンチヒッター
の卓話ありがとうございました。小松空港の国
際貨物が発展しますようお祈りいたします。

德田八十吉
あけましておめでとうございます。本年もよ
ろしくお願い申し上げます。針多洋一様、卓話
ありがとうございました。６０周年の記念品な
どのお代入金確認致しました。誠にありがとう
ございました。

数左從光
誕生祝い、ありがとうございます。

忠彦

針多常務様、本日はお忙しい中、卓話にお越
しいただき誠に有難うございます。空港ビルゴ
ルフコンペでは、いつも成績優秀ですね。今後
もおてやわらかに、、、、！！

岡田

豊明

皆様、おけましておめでとうございます。本
年も宜しくお願い致します。針多洋一様、本日
の卓話ありがとうございます。日本の空をささ
える小松エアーターミナルのご発展を切に念じ
上げます。

橋浦

雅規

靖弘

針多様、急な卓話の講師ありがとう。今回の
件を含め、いつも難しい仕事ありがとう。健康
に気をつけて引き続き頑張って下さい。東京へ
出張しますので、早退いたします。

澤矢

豊伸

針多様、お忙しい中、卓話を頂きありがとご
ざいました。新幹線効果で小松が沈下しないよ
う、宜しくお願いします。

2947回 2016年1月21日 例 会

於：アパホテル＜小松グランド＞
於：アパホテル

★委員長報告
新店舗開店御祝い

髙木 千鶴 会員

卓話
「 私の大学生活や研究で感じたこと 」

阿尓肯 毛拉克

米山奨学生

例会報告
2016年1月21日（木）
アパホテル＜小松グランド＞
会員数 60名

出席数 39名

欠席数 21名

出席率 65.00％

1／14

米山奨学生カウンセラー
田中庄治様（能美ＲＣ）

１月定例理事会 上杉、杉本、橋浦、德田、出口、小林幹雄、数左、斉藤、嶋田、西、澤矢
德田、出口、小林幹雄、数左、斉藤、嶋田、西、澤矢

橋浦

隆

阿尓肯毛拉克様、本日は卓話にお越し頂きあ
は卓話にお越し頂きあ
りがとうございます。田中様、カウンセラーと
中様、カウンセラーと
してご苦労様です。今後、お二人の益々のご発
展をお祈り致します。

德田八十吉
田中

庄治様

本日は米山奨学生のカウンセラーとして参り
ました。どうぞ宜しくお願い致します。

上杉

様

メークアップ届

ニコニコ BOX
ニコニ
米山奨学生カウンセラー

紹介者
八十山和代会員

豊明

ありけん・もらけ様、本日は卓話有難うござ
います。遠い祖国離れての研究生活、大変でし
ょうが是非、ご精進下さって自国の医学発展の
ためにつくしてください。田中庄治様、本日は
カウンセラーご苦労様です。いよいよ２月に入
ります。「いただきます」「ごちそうさま」の
心を忘れないで頑張りましょう。

アリケン・モラケ様、本日は卓話有難うござ
いました。カシュガル・ホータンウイグルは行
ってみたい所です。頑張って下さい。田中様、
お疲れ様でございました。有難うございました。
来月、能美卓話に参ります。４５周年もお伺い致
します。何卒宜しくお願いします。

髙木 千鶴
阿尓肯毛拉克様、本日は素晴らしい日本語で
阿尓肯毛拉克様、本日は
の卓話有難うございます。今後共更なるご発展
の卓話有難うございます。
とご活躍をお祈り致します。非常感謝你！（ク
エーイチャーンガンシエニイ！）そして、先程
も申し上げましたが、このたび多くの皆様のご
協力のお陰で「ＢＲＩＤＧＥ」というお店をＯ
ＰＥＮすることが出来ました。１Ｆはカフェ、
２Ｆは語学スクール、３Ｆは空中ヨガなどがで
きるスタジオになっています。２月６日（土）
にささやかなパーティーを催そうと思いますの
で、お時間のある方は、是非いらしていただけ
れば、嬉しく思います。本日はお祝いの品も頂
き、誠に感謝致します。

八十山和代
アリケンモラケさん、田中さん、本日はお忙
しい所、ご出席下さり有難うございます。もら
けさん、前立腺がんの技術を習得され、ウイグ
ルの人達のお役にたてる姿を楽しみにしていま
す。ウルムチには、知人もいますので、いつか
もらけさんに会いに行きますね。

土定

助勇

先日は私が受賞しました小松市産業功労賞受
賞に対しまして、クラブから沢山のご厚志を戴
き有難うございました。これを機に今後仕事に
励みながら、社会に貢献していきたいと思って
おります。

2948回 2016年1月28日 例 会

於：アパホテル＜小松グランド＞

会員卓話
「 電力小売り自由化について 」

中田

一夫

会員

2016年4月から、電力小売の全面自由化が始まり、一般の家庭でも「電力会社」を選択できるように
一般の家庭でも「電力会社」を選択できる
なります。現在、関東エリアを中心に、ガス会社、携帯電話会社等がそれぞれ、「セット割で値下げ」
など、コマーシャルを駆使して激しく競争しているところです。
一方、北陸エリアでは、もともとの電気料金が安いこともあって、一部の新規参入者しか見られず、
関東エリアのような激しい競争は未だ見られていません。また、新規参入者の電気料金値下げ幅も非常
に僅かです。さて、みなさんはどの会社を選択しますか？ やはり、地域とともに発展を目指す会社が
よいのではないでしょうか。

例会報告
2016年1月28日
（木）
アパホテル＜小松グランド＞
会員数 60名

出席数 30名

欠席数 20名

出席率 66.67％

メークアップ届
1／15
1／21
1／22
1／23
1／23

七尾ＲＣ 出口
第２回ＩＭ実行委員会 本村、西、堀、上杉、橋浦、寺田、德田、那谷、蓮井正樹、福島、嶋田
中学校職業アドバイザー派遣事業（安宅中学校） 斉藤、中西
第２回ガバナー補佐会議 本村
地区クラブ社会奉仕委員長会議 中田一於

ニコニコ BOX
ニコニ
上杉

豊明

中田

中田一夫様、本日の卓話ありがとうございま
す。電力をはじめ、エネルギー資源をどのよう
に使っていくべきか、２１世紀の課題ですね。
いよいよ２月に入ります。

徳田八十吉

塚本

一於

本日、皆様のポケットに小松ＲＣ６０周年記
念の記念誌入っております。
６０周年記念の最後
の仕事が蓮井記念誌委員長の元で出来上がり、
６０周年記念の事業が全て終わりました。無事
終えることが出来ましたことを厚く御礼申し上
げます。

幹雄

中田さん、本日は興味深いお話をしていただ
きまして有難うございました。６０周年記念誌
の三浦雄一郎様のネクタイが、本日の私のもの
と同じでした。

中田一夫様、大切な電力のお話、誠にありが
とうございました。毎日のように電気窯を焚い
ているので、お安くなるとありがたいです。

1月誕生祝い

2日 那谷
5日 数左

忠雄会員
從光会員

10日 中田
20日 本村

一夫会員
公志会員

22日 青木
26日 松多

ニコニコBOXの年間達成目標 2,000,000 円 !

恵会員
伸悟会員

26日 西沢

ニコニコBOX1月末の累計金額

耕一会員
972,800 円 !

