
 
  

令和２年１１月３０日（月）第 2026 回例会 

19：00 開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「それでこそロータリー」 斉唱 

会長挨拶   杉本 政昭 会長 

幹事報告  三寺 康信 幹事 

委員会報告 

① 例会出席報告 

② ニコニコ箱 ﾛｰﾀﾘｰ財団 本日の寄付報告 

19：30  会員卓話 

     北 勇一 会員 

           「詩吟について」 

20：00  閉会点鐘 

本日の例会  

令和２年１２月 ７日（月）第 2027 回例会 

祝事 

委員会の日 「各委員会の協議内容発表」 

次回の例会  

令和２年１２月１４日（月）第 2028 回例会 

ロータリー基金委員会 

「地区ロータリー財団について知ろう！」 

 ～オンラインセミナーのＤＶＤ視聴～ 

令和２年１２月２１日（月）第 2029 回例会 

外部卓話 「称念寺と明智光秀」 

称念寺 ご住職 高尾 察誠 様 

令和２年１２月２８日（月）年末の為 休会 

今後の予定  

幹事報告  

＜ガバナー事務所より＞ 

①12/6 クラブ会長と松原ガバナーとの第２回 WEB

懇談会開催のご案内 

（2022 年規定審議会 提出議案説明会 同時開催） 

令和２年１１月３０日発行 

連絡の徹底お願いします 

①欠席は理由を添えて 

  ②オンラインでの例会参加希望 

例会開催月曜日１５時までに 

事務局へご連絡ください。 

福井東 RC 月 12:00～12:30  12/21 アオッサ１Ｆ入口付近 

 

ビジター受付のみ実施日    詳しくは https://rid2650-pub.com/ 

 

新型コロナウイルス感染症対策分科会により提言 

本日のお客様 

福井県立丸岡高等学校 

  校 長     島田 芳秀 先生 

  サッカー部監督 小阪先生 



 

  

皆さん、こんにちは。 
先週の合同例会ご協力いただきまして、ありがとうございました。 

役員懇談会時の質問と回答を本日の会報に載せてさせていただきました。ご覧い

ただければと思います。  
また、松原ガバナー様から『ロータリアンに知っておいて欲しい「例会のこと」』 

という書類をいただきました。ロータリーソングやニコニコ箱の歴史などいろい

ろ書いてございます。ご希望の方は、事務局にございますのでご連絡ください。 
福井県にコロナ感染拡大注意報が発令されました。今週の 19 日までということ

です。自粛や休業要請などの新たな制限は無いという事ですが、今まで同様の感染

防止対策の徹底を宜しくお願いします。当クラブの例会については、今のところは 
予定通りですけれども、感染状況の変化で急遽休会とすることも考えております。事務局からの連絡には注意して

ご覧くださるようお願いします。また、引き続きオンライン例会も受け付けておりますので、賢明なご判断の上、

例会へのご参加を宜しくお願いします。 
本日の会員卓話は小見山会員です。どうぞよろしくお願いします。 

杉本 政昭 会長挨拶                         １１月１６日（月） 

ロータリアンに知っておいて欲しい「例会のこと」 ＜目次のみ紹介します。原本は事務局まで＞ 

● 国旗掲揚と国歌斉唱     ● 点 鐘           ● ロータリーソングの起源 
● 日本のロータリーソング   ● 卓 話 
● スマイル・ボックス（ニコニコ箱、ニコニコ・ボックス）   ● 会場監督（ＳＡＡ） 
● クラブ           ● 意義ある例会        ● ロータリーの親睦（fellowship） 
● 例会出席                    ● メイクアップ               ● 例会出席率の計算方法 
● 例会の中止                  ● 例会での討議               ● クラブ・フォーラム 
● クラブ協議会（Club Assembly）                            ● クラブに必要とされる例会プログラム 
 
 

パスト会長会 報告                 １１月１６日（月） 

2021-22 年度 会長ノミニー指名委員会 奥村 雅徳 委員長より 

丸岡ロータリークラブ細則第２条理事及び役員の選挙（第１節）に従って、 

2021-22 年度（柿木満雄会長年度）会長ノミニーの指名委員会での決定事項を報告します。 

2021-22 年度会長ノミニー  八百山 正栄 会員（2023-24 年度会長） 

来月（12/14）年次総会での皆様よりの承認をいただくことになります。 

 参考  ●意義ある例会の心得  
１．心洗われる感動的な会長スピーチ（原稿は１分で 300字が標準） 
２．会員スピーチの奨励（15 分スピーチ、年間を通したテーマ卓話など） 
３．地区委員、ＲＡＣ、交換留学生、米山奨学生、ロータリー学友などによる卓話の奨励 
４．特別ゲストの例会卓話などで、新会員候補者の例会招待（ロータリーを知ってもらう） 
５．「ロータリーの友」と「ガバナー月信」の解説や感想を会員が述べる例会時間の確保 
６．ガバナー公式訪問時の「新会員激励式」や「クラブ表彰式」の奨励 
７．クラブの例会プログラムとして「フォーラム」の奨励 
８．ＲＩから奨励されている例会プログラムの実施 
９．例会の開会時間、会員やゲストの卓話時間、閉会時間などの厳守 



 

  

会員卓話                    １１月１６日（月）                 

 『李朝の美』   小見山 修 会員 

李王朝は、日本の南北朝から明治初期まで、約 500年という長きに渡って朝鮮半島を治

めた王朝として有名です。500 年の間の中に非常に多くの文化の花が開き、文物を輩出し

たということで有名です。世界各国の美術館は、東洋の美ということで、唐物からその周

辺諸国の文化、もちろん和物も相まって高麗、李王朝のそういった文物が広く皆さんの目

を楽しませてくれています。 
 
●李王朝の文化に影響を与えた各国の文化について 
 ・中国の唐物文化（黄河流域に花開いた文化） 

 ・エジプトナイル川流域に花開いたコプト文化 
   カイロを訪ねた際にあの広大な砂漠というのは目を見張るばかり。多くのミイラと共に副葬品も多く発掘 
   一昨年広大な博物館が建設され、新旧の発掘品の展示 金や、トルコ石、トンボ玉などきれいな装飾品を見

ると美に対する感覚はすごいものを持っていたと改めて感じます。うるしと顔料をまぜた壁画は、とてもき

れいです。 
 ・奈良高松塚古墳 日本は湿度が高いのでカビが生えたものを 18年かけて、修復。正倉院も素晴らしい  
 ・チグリス・ユーフラティス川流域 
 ・トルコ 
   コバルト鉱石 → 陸のシルクロードから中国へ 
   中国で染付（皿、花瓶、壺） 

→ 海のシルクロードで運ばれる（重い為） 
   トルコ王宮（トプカプ宮殿）で多くの染付の品が展示されている 
 ・日本にも影響を与えている 
   各寺院の宗祖、高僧が中国にわたる その際に文化を持ち帰る 
   仏典、仏画等 涅槃図はとても心に残っている 
   献茶 夏天目茶碗 夏天目台（藤、竹）  冬天目茶碗 冬天目台（霧、桑、黒檀、紫檀） 
      仏花器 鉄 銅（黄銅 赤胴） 
 ・中国では、北京、南京の両博物間にあった伝世品が蒋介石によって第二次世界大戦末期に 

 台湾に送られた。 国立故宮博物院には、多くの品が収蔵されている。 
   掛け軸   焼き物 北宋 南宋  

  翡翠（ヒスイ） 有名な白菜の置物 緑色と白色の部分を使い分けて親子２代の製作 
   日本でも新潟県の糸魚川で翡翠が産出される 
●李王朝について 
  前期（１５０年間）  高麗王朝の続き  三島手の大成期 
  中期（２００年間）  李王朝の最盛期 いろいろなものが大成されている 
    李朝白磁、堅手  大成期 

  木工製品 パンダチ（日本のタンス） 木地に黒漆、赤漆、色漆をぬったもの 
      螺鈿細工がとてもきれい お膳や棚  煎茶をたしなむ際、茶飯台  
  後期（５０年間）   染付の大成期 
●李王朝の美 
 ・浅川兄弟（山梨県出身）・浅川伯教 李朝研究科 ・浅川巧 営林署の職員 朝鮮の山々に植林し窯場を研究 

・安宅産業 石油部門を強化しようとカナダに石油の精製所を造った →経営破綻 
安宅英一氏のコレクションを住友銀行の主導の下に住友グループ大阪市文化振興基金に寄付。コレクションを

収蔵・展示する大阪市立東洋陶磁美術館を中之島公園に建設した 

              ←小見山さんのコレクションの一部 

＜杉本会長より＞大変博識で、貴重なお話を伺いました。私は、ただわかっ

たような顔をして頷いていました。故宮博物院へは、私も行きましたが「白

菜」を見て感動したのを思い出しました。ありがとうございました。 

 



 

 

 

丸岡ロータリークラブ 

会員数：３３名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター  例会日：毎週月曜日19時 00 分  

事務局：〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所 22-24-3 東角建設(株) ２F  

    （月）14時から 18時（火～金）13時～17時  

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com 
公共イメージ委員会 理事－山下健治 会報委員会 委員長－前川正智 副委員長－八百山正栄 

委 員－水﨑亮博 瀬野友伸 海道佳秀 

◆出席報告◆  出席委員会 

例会日 会員数 出 席 
届有

欠 
届無欠 

出席免除者 

欠席 
例会出席率 

11/16 ３３ ２４ ６ ０ ３ 80.00% 

 

委員会報告                   １１月１６日（月） 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １２名 
林田千之 北  下田 奥村  林田恒正 水﨑 杉本 
竹内   松井 竹澤 八百山 南勝文 
◆米山奨学会◆     寄付者  １１名 
林田千之 北  下田 奥村  林田恒正 杉本 
竹内   松井 竹澤 八百山 南勝文 ◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 11 月 16 日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 21,000 円 291,000 円 291,000 円 

ロータリー財団 14,000 円 228,000 円 

米山記念奨学会 13,000 円 228,000 円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  １７名 

杉本会長 先週の合同例会にはご協力いただきありがとう

ございました。本日小見山様 卓話よろしくお

願いします。 
三寺幹事 先週の合同例会は皆様のお陰様にて無事に終了

できました。ありがとうございました。本日は小

見山様 卓話楽しみにしています。 
小見山  今例会卓話どうぞよろしく。何か役に立てると

嬉しいです。 
北    小見山様 卓話ごくろう様です。 
下田   小見山さん 卓話ご苦労様です。 
奥村   小見山会員 卓話よろしく。 
林田恒正 小見山さん 卓話楽しみにしています。 
倉本   小見山会員 本日は卓話有難うございます。 
水﨑   小見山様 卓話よろしく。楽しみにしています。 

柿木  小見山さん よろしくお願いします。 
竹内  小見山会員 本日の卓話よろしくお願いします。 
松井  小見山会員 本日の卓話よろしくお願いいたします。 
上屋敷 本日もたくさんのご寄付ありがとうございます。 
竹澤  小見山会員 本日の卓話よろしくお願いします。 
岩田  お仕事の為、早退させて頂きます。 
八百山 紅葉シーズンを迎えました。ＧＯＴＯトラベルを御利用し、

小旅行はいかかですが？今日も宜しくお願い致します。 
南勝文 本日も皆様御苦労様です。 

「四つのテスト」には、水谷 暢
のぶ
宏
ひろ
氏（相模原南 RC）作曲と、国民栄誉賞を受賞された歌手藤山一郎氏（東京西 RC）作曲の２種類

があります。全国的には、水谷氏作曲が多く歌われていますが、丸岡ロータリークラブでは、藤山氏作曲の「四つのテスト」を歌って

います。この度、当クラブで歌っているのが、藤山一郎氏作曲の「四つのテスト」かどうかの確信を得たく、東京西 RC 様へ問い合わ

せをしたところ、お嬢様の市川たい子氏（東京西 RC）より丁寧なお手紙と楽譜をいただくことができましたので、ご紹介します。 


