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ゴビ砂漠
「山水画」はこうして誕生した！（続き）

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

「山水画」は、中国、日本を通して実に二千年近い歴史を刻んだことになります。その長い歴史の中に、
中国人が抱き続けてきた或る心象風景が見える、というのがこれからのお話になります。
実際に我々が目にする山水画には、ある特長があります。遠くに峻険な峰々を望む風景。そして、人里を
離れた深山に人目を忍ぶようにたつ草庵。その傍らを流れる清流。草庵からはかすかに人煙が立ち上り、樹
木の間に見え隠れする杣道が人の気配をつたえています。これが山水画の凡そのお決まりのポーズなのです
が、実はそこに描かれた風景や場所こそ、中国人にとっては渇望すべき理想郷なのです。つまり彼らは、一
幅の山水画の中に、外界と交渉をもたない世界、他とは遮断された理想の世界を思い描いたと言うことです。
それでは何故、彼ら中国人は、
「山水画」の中に理想郷を思い描いたのでしょうか。そこには中国の長い歴
史の中で、民衆が常にいだいてきた、止むにやまれぬ心象心理と、そして彼らの行動原理と垣間見えるので
す。ご存知かも知れませんが、中国人にとっての日常は常に緊張を強いられる、心休まらぬ過酷な日々であ
ると言えます。なにしろあの広大な国土の中で、歴代の支配者たちがそれぞれの覇権を賭けて興亡を繰り返
してきたのですから、民衆にすれば「今日の味方は明日の敵」と言った具合に、油断できないぞという心情
が芽生えてくるのは自然なことと言わねばなりません。当然ながら彼らにとって自分以外はすべて油断のな
らない敵であるということになります。むろん他人に対して決して弱みや隙間を見せてはいけないのです。
従って他人から付け込まれる前に、相手の弱みにつけ込んで、弱点を握ってしまえという訳です。何ともさ
みしい心情かと思われますが、彼らにすれば生き残るための手段ともいえるのです。
（次号に続く）

2949回 2016年2月4日 節分夜間例会

於：丸屋楼

★上杉豊明会長 挨拶・報告

懇親会

司会：嶋田俊一郎 親睦委員長

●開宴挨拶・乾杯
●閉宴

上杉

豊明 会長

●節分・豆まき
豆まき 親睦委員会

●中締め 杉本 雅規 会長エレクト

手と手つないで

例会報告
2016年2月4日（木）
丸屋楼

メークアップ届
2／1 小松シテイＲＣ
2／2 七尾みなとＲＣ

原後
出口

会員数 60名 出席数 44名
欠席数 16名 出席率 73.33％

ニコニコ BOX
ニコニ
上杉

豊明

那谷

忠雄

寺田

立春を迎えて、これから日一日と暖かくなり
ます。今日は、皆さん、トラのパンツを脱ぎ捨
てて、春を喜びましょう。

６回目の年男、ありがとうございます。ＲＣ
のおかげでヤクが飛んでいきました。７回目は
迎えるかな？

德田八十吉

北村

立春夜間例会、楽しかったです！いつか鬼を
やりたいと思います！

久々に来たのですが、誕生月でお祝いしてい
ただきました。ありがとうございます。

英夫

今年は年男、おもいきり豆まきしましたので、
今年も良い年になりそうです。丸屋楼さん、節
分例会お世話になりました。

茂

2950回 2016年2月18日 例 会

於：アパホテル＜小松グランド＞

★各委員長報告
・米山功労者マルチプル⑨
湯浅外志男 会員
感謝状贈呈
・米山功労者マルチプル②
松多
感謝状贈呈

伸悟 会員
湯浅外志男 会員

松多

伸悟 会員

卓話
「 夢を形に＠パリコレクション
〜 ネイルアーティストの可能性とは 〜 」
ネイルサロンＬʼamie（ラミエ）
オーナーネイリスト

孫崎

久美子

様
紹介者

例会報告
2016年2月18日（木）
アパホテル＜小松グランド＞
会員数 60名 出席数 44名
欠席数 16名 出席率 73.33％

濱本学泰会員

メークアップ届
2／6
2／6
2／9
2／10
2／14
2／16

地区財務・監査合同委員会 西
2／6
諮問委員会 湯浅外志男
2／6
地区Ｒ財団委員会 杉本
Ｒ財団補助金管理セミナー 杉本、本村
2／9
志賀ＲＣ 出口
第８回ミニフォーラム
中田一於、福島、原後、川腰、中川、西、岡田、山本、小林幹雄
職業アドバイザー派遣事業（国府中学校） 西
地区会員拡大増強委員会・地区クラブ会員拡大増強委員長会議 湯浅外志男
職業アドバイザー派遣事業（丸内中学校） 西

ニコニコ BOX
ニコニ
上杉

濱本

豊明

孫崎久美子様、本日の卓話有難うございまし
た。ネイルの世界、未来楽しく拝聴しました。
湯浅外志男会員、松多伸悟会員おめでとうござ
います。ＩＭも近づいて来ました。ご協力をお
願いします。

高野
橋浦

隆

学泰

松山

孫崎さん、今日は貴重なお話有難うございま
した。小松から世界に更なるご活躍をお祈りし
ております。当クラブへの入会もお待ちしてお
ります。

仙治

亡き母の葬儀には、皆様のお参り頂き、有難
うございました。

純平

孫崎様、お忙しい中、卓話にお越しいただき
有難うございました。今後益々のご活躍をお祈
りいたします。

久美ちゃん、いつも応援しております。妻が
小学校からの同級生と言うことで、勝手に親し
みを覚えています。これからも益々のご活躍を
心からお祈りしています。

德田八十吉

北陸電力小松支社

孫崎久美子様、卓話有難うございました。し
ばらくネイルをしていなかったので、もう一度
やってみようかなと思いました。

２月１０日に国府中学校の職業アドバイザー
に参加しました。貴重な体験を有難うございま
した。

村中

2951回 2016年2月25日 例 会

健太 様

於：アパホテル＜小松グランド＞

卓話
「 夢は見るもの語るもの
〜 マイプールの実現 〜 」

紹介者
澤矢豊伸会員

障害者支援「ピュアネット」 代表

北端

芳子

様

「夢は見るもの語るもの」〜マイプールの実現という演題でお話しをさせて頂きます。
私の仕事は水泳の指導員で、水泳を通して主に障がいを持った人達の技術指導や自立支援を行っていま
す。 3 年半ほど前になりますが社会福祉法人「佛子園」の雄谷理事長より“佛子園にプール作るから北
端さんの好きなように活動してみませんか““建物についての希望も提案してください”なんてとんで
もない夢のようなお話しを頂きました。

私、64回目の誕生日を迎えました。振り返ると色んな事がありました。子供の頃から勉強より遊ぶ事
が大好きで夏休みはプール通いでいつのまにやら４泳法が身に付き自然と部活は水泳部でしたが欲のな
い北信越大会までのアスリートで終わる。極普通の主婦をしていたある日、ラジオからスイミングクラ
ブのコーチの募集を聞いて「これだ！」っと閃いて行動したのがこん日の私のスタートでした。しかし、
クラブや行政が運営する教室には障がい者の受け皿はありません。発達障がい児や杖をついた高齢者が
目立つ社会に変化しているのに入会拒否という現実に怒りを覚え始め、それなら私が障がい者水泳教室
を運営しようと2004年52歳で起業家を目指しました。公共の施設を利用する日々は障がい者には白い眼
と差別の言葉で現在でも肩身の狭い思いをしています。「あ〜自分のプールがあれば遠慮しなくてもい
いのに、自由に体が動かせるのに・・」せめて夢でも持とう！語っていこう！
名刺に私の夢「マイプールを持つこと！みんなが思いっきり水中運動出来る環境づくりを提案してい
くこと！」と記しました。おかげ様でマイプールの笑い話も聞いてもらえました。いよいよ本年10月白
山市北安田にあります佛子園にプールも含めたウエルネス事業が展開されます。私もここを拠点として
新たに目標を持ってまだまだ体を張って邁進していく決意でいます。チャンスは誰にでもあるという事、
夢は語る事によって人に伝わるもの、64歳で夢が現実となる日々を感じています。

例会報告
2016年2月25日（木）
アパホテル＜小松グランド＞
会員数 60名 出席数 36名
欠席数 24名 出席率 60.00％

メークアップ届
2／18
2／18
2／19
2／20
2／21
2／23

第３回ＩＭ実行委員会 本村、西、堀、上杉、橋浦、德田、福島、嶋田、澤矢
２月定例理事会 上杉、蓮井正樹、杉本、橋浦、德田、福島、出口、中田一於、小林幹雄、中西、斉藤、嶋田、西、澤矢
能美ＲＣ 德田
第１回予定者会議 杉本、八十山、中西、福島、德田、中澤、出口、斉藤、本村、那谷、谷内、岡田、川腰、髙木
地区次期チームリーダー研修会 西、川腰、八十山
蒲郡ＲＣ 福島、数左、中橋、中西、西、澤矢、新谷、高野、寺田、德田
2／24 中能登まほろばＲＣ 出口

ニコニコ BOX
ニコニ
橋浦

隆

北端芳子様、お忙しい中、卓話にお越し頂き有難うございました。今後、益々のご発展をお祈り致します。

德田八十吉
北端芳子様、本日はお忙しいところ、卓話頂きまして誠に有難うございました。益々のご発展をお祈り致します。

●第１回予定者理事会

２月20日
（土） 於：リストランテ・ジン

2月誕生祝い
17日 湯浅外志男会員
28日 北村
茂会員

19日 湯浅

ニコニコBOXの年間達成目標 2,000,000 円 !

幹也会員

21日 小林

幹雄会員

ニコニコBOX２月末の累計金額 1,042,800 円 !

