
◆点鐘 黒澤 明男 会長

◆SAA 清水 良英 委員

◆ｿﾝｸﾞ 君が代 誕生日の歌

【会長挨拶】 黒澤 明男 会長

四月はロータリーの雑誌月間です。「ロ
ータリーの友」などに対する読者の関心を
喚起し、あらゆる方法によって雑誌を本ク
ラブ会員及びロータリアン以外の人々に役
立てることを目的としています。

本日のプログラムはクラブ広報・情報委
員会による卓話です。雑誌をどのように捉
えるのか、話を伺って勉強したいと思って
おります。よろしくお願いします。

さて、日本画の軸装と額装について独断
と偏見で述べさせていただきます。最近の
日本画は額装が主流ですが、これはちょっ
と行き過ぎではないでしょうか？もっとも表
現上厚塗り多彩の為か軸装に出来ない事
もあるだろうし、時代の要望と汚れと劣化を
防ぐため表装も額装が多くなる点は否定で
きません。それに軸装をきちんと巻くのに
ある程度経験と慣れが必要な事は否めま
せんが敢えて額装オンリーを行き過ぎと思
うのは次の理由からです。

日本画と思うものは四季に合わせてそ
の季節の絵を飾り観賞する、いわば四季
の移り変わりの中に、趣・彩・和と言った繊
細な変化を感じることを前提にしています。
そのため四季それぞれの絵を持っていなく
てはなりません。それに正月や結婚等の祝
儀用、葬儀、法要等の不祝儀用の二点も
必要なので基本的には六点の絵が必要で
す。額装の六点の保管は相当のスペース
をとりますが軸装ならばそんなに場所はい
りません。それに軸装は床の間ではなくて
はという考え方はどうかと思います。なぜな
らば軸装を洋間に掛けてもサマになります。
軸でもその人のセンス、表装のセンスで洋

間にも合うことから考えると、洋間、あるい
は近代的な表装は額という考え方はおかし
いと感じます。軸装とは昔ながらの習慣ば
かりではなく、より少ないスペースにより多
くのものを保管できる為、何かの時は簡単
に大量持運び出来るようにと云う昔の人の
合理的知恵が感じられます。これを現代に
生かしてもっと軸装が普及されても良いの
ではないでしょうか。額装即近代的、軸装
即保守旧弊、或いは近代家屋に合わない
と云う固定観念はおかしく、もっと弾力的に
考えたいものです。又現在の表現方法が
厚塗り多彩が多く、軸装が出来ないことも
ありますが、これも絵にもよりけりであるの
だから日本画の在り方も含めて、もっと工
夫し考えても良いのではないでしょうか。

ちなみに軸装より額装の方が多く購入さ
れており、近代の同じ作品なら額装の商品
価値の方が高いことも影響されているので
はないかと思います。＜掛軸を扱う時は心
静かに、穏やかになります＞

【幹事報告】 西川 宏 幹事

1. 日本ユネスコ協会連盟より
書き損じハガキ、礼状

2. 例会変更
佐久ｺｽﾓｽＲＣ
4 月 8 日（木）クラブフォーラムの為 定刻受付あり

4月 29 日（月）法定休日による休会 定刻受付なし

上田ＲＣ
4月 1日（月）定款による休会 定刻受付あり

4月29日（月）法定休日による休会 定刻受付なし

上田六紋銭ＲＣ
4 月 16 日（火）例会日変更の為 定刻受付あり

4月 30 日（火）定款による休会 定刻受付なし

上田西ＲＣ
4月11日（木）夜間例会の為 定刻受付あり

4月 25 日（木）例会日変更の為 定刻受付あり

◆例会日/週火曜日 12：30～13：30 ◆例会場/小諸市鶴巻 音羽

◆事務局/〒384-0025 長野県小諸市相生町 1-2-12 エイワンビル 2 階

TEL 0267-23-8125 ＦＡＸ 0267-23-2788

2012-2013 役員

◆会 長 / 黒澤 明男 ◆副 会 長 / 小林 秋生
◆幹 事 / 西川 宏 ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 橋詰 希望
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東御ＲＣ
4 月 17 日（水）夜間例会の為 定刻受付あり

4月 24 日（水）日時に変更 定刻受付あり

5月1日（水） 定款による休会 定刻受付なし

3. 週報 上田東ＲＣ

本日の配布物
週報 1179 号、ガバナー月信 10 号、
ロータリーの友 4 月号

【委員会報告】

・小林秋生次期会長 ＰＥＴＳ報告
会長ｴﾚｸﾄ研修ｾﾐﾅｰ（PETS）が3月24日開催され
来年度のロータリーテーマが示されました。
◎2013 年～2014 年 ＲＩテーマ
≪ロータリーを実践しみんなに

豊かな人生を≫
（Engage Rotary Change Lives）

ロン D．バートン RI 次期会長より

○第 2600 地区 2013～2014 年度標語
〈人は得るものによって生計をたて、

与えるものによって人生を築く〉
第 2600 地区ガバナー宮坂宥洪さんより

・清水良英次期幹事 地区協議会 4/7

【本日のプログラム】

「ロータリー雑誌月間」

クラブ広報・情報委員会 橋詰希望委員長

◆誕生日祝

依田晋一郎会員 Ｓ１１．４．５

◆結婚記念日祝
小池平一郎会員 瑞穂夫人

Ｓ４７．４．２２

小山盛夫会員 安子夫人
Ｓ４１．４．２３

清水泰男会員 雅子夫人
Ｓ４３．４．１２

渡辺頼雄会員 常子夫人
Ｓ４４．４．１２

依田晋一郎会員 博子夫人
Ｓ３８．４．２３

◆ラッキー賞

NO.19 前田 博志 君

◆ニコ BOX 小林 秋生 委員

青松英和君 職業奉仕のため早退します。

黒澤明男君
橋詰委員長、卓話たのしみにし

ております！？

小池平一郎君
結婚記念日のお花、楽しみにし

ています。41 回目です。

小林秋生君

ようよう春めいて来ました。サラ

イの空は何となく明るく、桜の花

も淡い思い出を連れて来てくれ

ます。

小山盛夫君

“小山敬三の世界”を身近にお

いて下さるよう美術館長が作ら

れたポスターを皆さんへと託さ

れました。卓話を真剣に聞いて

いただいた御礼とのことです。

清水泰男君 “結婚祝”ありがとうございます。

西川宏君
先週 3 月 26 日 職業奉仕の為

お休み有難うございます。

前田博志君 ラッキー賞ありがとう。

依田晋一君

誕生祝ありがとうございました。

喜寿になります。と同時に結婚

50 年の祝もやって参ります。

渡辺頼雄君

結婚祝の花楽しみにさせて頂き

ます。また会社で太陽光発電が

起動致しました。

【出席報告】 渡辺 頼雄 委員

会員数 出席 M・U 欠席 出席率
本 日 4 月 02 日 24 23 事前（1） 95.83％
前々回 3 月 19 日 24 20 事後（0） 修正 83.33％


