
 

 

 

 

 

 
        

 

    
 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

（2684 回） 

平成 31年 2月 22日（金）           

司 会 本谷ＳＡＡ    

開 会 点 鐘 芝田会長 

ソ ン グ 斉 唱 「手に手つないで」  

四つのテスト 小林社会奉仕担当理事 

会 長 挨 拶 芝田会長  

ゲ ス ト 紹 介  富山大学 芸術文化学部 

美術工芸コース 講師 平田昌輝 氏                   

ビジター紹介  青木りえ子さん(富山みらいRC) 

幹 事 報 告 南幹事  

委 員 会 報 告 

ニコボックス紹介 浪方親睦委員           

出 席 報 告 （ ）はメークアップ                  

 
 

  

お誕生日のお祝い 稲垣州英さん 2/28    

卓 話 富山大学 芸術文化学部 
美術工芸コース 講師 平田昌輝 氏     

演題「 美術の楽しみ方『わからない』を楽しむ 」 

閉 会 点 鐘  芝田会長                                             

 

 

 

 

 

例会日：毎週金曜日12時 30分～13時30分 例会場：富山電気ビル4階「光の間」事務所：富山市桜橋通り 3-1   
富山電気ビル 2階228号室 TEL(076)441-2351 FAX(076)441-2354 E-mail：rotary@toyama373.org 
携帯：090‐2375‐1963 URL：http://www.toyama373.org/   事務局執務時間 9：30～16：30 

            当  日 2/22 36(10)56 64.29％ 

  例会修正 2/8 44(9)56 78.57％ 

 

＊ロータリー・レートのお知らせ＊ 

国際ロータリー為替レート 3月 1ドル 110 円 

          

 

第２２９６回例会 Toyama South Rotary Club Weekly           H22．10．15  №14 

 

 

 

 

第２２６２回例会 Toyama South Rotary Club Weekly            H22．1．29  № 

第２６８５例会 Toyama South Rotary Club Weekly            H31．3．1  №31 

創立／1963(昭38)12.20 承認／1964(昭39)6.24  会長／芝田 実  幹事／南 昌樹  会報委員長／鈴木 聡 

  

 

 

 

 

第２２６２回例会 Toyama South Rotary Club Weekly            H22．1．29  № 

 

２０１８－２０１９年度 ＲＩテーマ  

「ロータリー：インスピレーションになろう」 
 ROTARY：BE  THE  INSPIRATION 
 

２０１８－２０１９ 

3月は水と衛生月間です 

 

＊本日の予定＊( ３月１日(金) )  
◆定例理事・役員会 12：00 ～  
◇会員卓話  
株式会社 とやまアイホーム  

取締役営業部長 天井正人 氏 
演題「 自分と会社と父と趣味  」 

     
 
 

 

   

＊次回の予定＊( ３月８日(金) )  
◇卓話   
富山大学 芸術文化学部  
建築デザインコース  
教授 大氏正嗣 氏  
演題「ネパール組積造耐震化の取組み」 

 

 

   

３月例会お食事メニュー 
１日 付出 鱈蕪蒸し ミニ刺身 フルーツ 食事  

８日 豚肉網焼き 柚子胡椒クルートキノコソース 
サラダ ホワイトチョコムース    

 

富山第二分区 I.M.(インターシティミーティング) 

と  き 平成 31年 3月 12日(火) 

＊開会点鐘の時間にご注意ください 

◆12：15開会点鐘 ◆12：45～記念講演 

◆14：00閉会点鐘 

ところ  富山第一ホテル 3階 

記念講演 講 師 国際ロータリー第 2870地区 

        茅ヶ崎湘南RC 松宮 剛 氏 

（2004-2005年度 第 2870 地区ガバナー） 

演  題：「ロータリーと職業奉仕」 

ホスト  富山みらいロータリークラブ 

・昼食は 11時 30分より準備いたしますので、ご来場さ

れました方より随時お召し上がりください。 

・駐車場は、富山第一ホテル指定駐車場をご利用くださ

い。2時間のサービス券を、1階フロント又は 2階クロ

ークでお渡しいたします。 

 
サインメークアップ information                                   

3/ 6 (水) 富山中RC    グランテラス富山 
注※富山中ＲＣサイン時間 15：30～19：30 

3/11(月) 富山シティーRC  富山第一ホテル 

3/11(月) 富山大手町RC   ＡＮＡホテル 
3/13(水) 富山中RC       グランテラス富山 

3/14(木) 富山西RC       富山電気ビル 
3/18(月) 富山シティーRC  富山第一ホテル 

※富山大手町ＲＣサイン時間15：30～19：30 

※上記ほかRCサイン 時間 9：30～13：30 

 

 

 

 

 

 



 

 

( ２月２２日 卓話 )  

【プロフィール】 

平田 昌輝    HIRATA  Masaki                               富山大学 芸術文化学部 
講師 平田昌輝 氏 

（経歴） 

1981 年  富山県生まれ 

2005 年  東京藝術大学美術学部彫刻科卒業 

2007 年   東京藝術大学大学院美術研究科修了 荒川区長賞 

2013 年～ 富山大学芸術文化学部講師 

（展覧会） 

2008 年  「第 9 回大分アジア彫刻展」朝倉文夫記念館/大分（以後 2012 年第 11 回、2018 年第 14 回入選） 

2012 年   「第 11 回 大分アジア彫刻展」朝倉文夫記念館/大分 

「第 8 回 通峡美術展」猿倉山森林公園/富山 招待出品（以後 2015 年第 9 回招待） 

2013 年  「ＦＲＡＧＭＥＮＴＳ2013」ギャラリー無量/富山（以後 2014、2016、2018 年出品） 

2015 年  「原始感覚美術祭 2015」長野県大町市 

2017 年   個展「彫刻における石の回廊、未踏の」ギャラリーなつか/東京 

2018 年   個展 ギャラリーなつか/東京 
 

演題 “分からない”を楽しむ―美術の楽しみ方の提案―  

「わからない」をキーワードとして次の内容をお話します。 

 

「アートとは何か」これには多様な議論や考え方があります。 

アートの諸分野（絵画、彫刻、工芸、建築など）の純粋性・自律性を重視した 19 世紀後半からのアートの動

向をモダニズム・近代といわれます。そのモダニズムへの反動として、分野の純粋性や自律性、あるいは歴史

的な新旧の整合性や進歩史観的な考え方などを度外視したような動きや考え方が強くなっており、現代につな

がるそれを「ポストモダン」といわれます。 

一見すると「なんでもあり」の「わからない」、この現代アートについてお話します。 

では「アートとは何か」。これを簡単に定義づけることはできません。現代は、言ってみれば様々なアートが

同時にあるという状況です。これは答えがないというということではなく、多様な答えが併存するるというこ

とですが、このような状況では答えが何かということと同時に、問うことそのものが重要です。一つの答えに

止まのではなく、常に問い続ける動的な姿勢、これが現代アートにおける重要なことです。そしてそれは、ア

ート自体が常に変容を続けるものとしてある、ということでもあります。 

 

秋元雄史 氏（東京藝術大学教授、東京藝術大学美術館長）は、「人間そのものが文化的な生き物」といい、福

武總一郎 氏（ベネッセホールディングス最高顧問）は「経済は文化のしもべ」と何度も発言しています。文

化・藝術に、そのような何らかの価値があるとすると、それを実現しているものが良作、そうでないものを駄

作と言えます。そうしたアートの価値、これを「アートのレゾンデートル raison d'etre」と、ここでは呼びま

す。アートの価値に近づくうえで、「わからない」の旅はとても重要な道程です。 

 

「わからない」を楽しむことが重要です。アートのレゾンデートルはその全貌を見渡すことのできない宇宙の

ように、その広大さを例えることができます。宇宙のことが科学的にどれだけ解明されようがされまいが、私

たちはその一端をもって宇宙の広大さを予感することしかできないように、芸術作品の鑑賞は、広大なアート

の価値や可能性を、作品を通してその一端を様々に楽しむことができる行為です。 

 

このようなアートの価値を現出させる良作の一例として、金沢 21 世紀美術館に作品《Blue Planet Sky》が常

設されているジェームズ・タレルを例にお話します。 

 

初めての街を旅行するように、初めての「分からない」をいくつも経験することができる、芸術鑑賞の 

楽しみについて、アートの可能性について、お話しできればと思います。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

I.D.M(インフォーマルディスカッションミーティング) 

今回のテーマ 「楽しいロータリーにするには」    

貴重なご意見をあり

がとうございました。

お疲れ様でした。 

 
Ｉ．Ｄ．Ｍ楽しんでください。 芝田 実さん 
平田様、美術に大変興味があります！      ニコボックス 2 月合計額￥ 41,000 
楽しみにしております。    南 昌樹さん   7 月～2 月累計額 ￥629,020 
誕生日祝いを頂いて。     稲垣州英さん 

ニコＢＯＸ 

日　時　：平成31年 2月19日（火 ）　　１８：３０～

＊ロータリーは社会奉仕団体だから一つの目標に向かって活動すれば、結束力が生まれて良くなっていくのでは

＊ロータリーの目的は社会奉仕が大切。仏教とも通じるものがある。そんなロータリーが好きだ。

インフォーマルディスカッションミーティング

場　所　：一粋

テーマ   ：楽しいロｰタリｰにするには

出席者　（敬称略）　9名

山崎宣夫　　小沢伊弘　　野垣俊幸　　草野寛行　　市田　隆　　◎吉田繁之　　山本　肇　　松永　豊

押田　通（書記）　　 

＊ロータリーはみんなで共感が持てるかどうかが大切なこと。

＊南ロータリーは長い歴史があるので、大先輩の方々の卓話をより多く聞きたい。

＊楽しくなかったらロータリーでは無い。ロータリーに出ることが大事。

　ないか。

＊青少年交換留学生、米山奨学生などの活動をもっと多く増やしたほうがいいと思う。

＊ロータリーでのコミュニケーションをとるのに、ボーリングなどのレクリエーションはどうでしょうか。

 

日　時　：平成31年 2月20日（水 ）　　１８：３０～

・人生の先輩、先人から話を聞くことができ、若い会員にとっては勉強の場になり、またその中で人脈を作り、情報を

得られる。その過程を楽しめる。

　上記をまとめると、新会員・女性会員も含め入会を促し、既会員・新会員とも、とにかく積極的に交流することで、

する(お酒を酌み交わしながら）ことも楽しさの一つ。

新しい人脈・情報を得られる。そのことこそが会の楽しさではないか。楽しさを追求するために、これからも皆で議論

・異業種同士の会であるからこそ、聞けない情報、生の情報を得ることができるので、たくさんの方と話や交流すること

こそが楽しさでもある。

・会に出席することで、今までにない人脈ができ、いろんな情報が聞ける。新しくできる人脈形成こそ楽しさである。

・今までは女性会員の入会が認められることが少なかった、もっと女性会員を増やすことで、新しい会の雰囲気を作れ

るのではないか。

インフォーマルディスカッションミーティング

場　所　：一粋

テーマ   ：楽しいロｰタリｰにするには

出席者　（敬称略）　６名

澤田悦守　　中条佳市　　津島久和　　中勝篤司　　◎南　昌樹　　天井正人(書記）

　　 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

今後の予定   
3月 8 日(金) 通常例会 
3月 12日(火) 例会変更/富山第二分区Ｉ.Ｍ． 

於：富山第一ホテル 
3月 15日(金) ３月 12日(火)へ変更のため 

通常の例会はございません 
3月 22日(金) 例会変更/職場訪問例会 

   於：ささら屋立山本店 
3月 29日(金) クラブ指定休日 
4月 5 日(金) 定例理事・役員会 
          通常例会  
4月 12日(金) 例会変更 
          夜間例会・観桜会 
          春季親睦ゴルフコンペ 
             
   

株式会社 ユニゾーン 
代表取締役社長 梅田 雄一朗 

         （金属表面処理） 

富山市綾田町 1-9-38   ☎443-7115             
Fax443-7118 

           

 

有限会社パウンドハウス富山 
代表取締役社長  藤井範雄 

        (洋菓子製造販売） 

富山市堀川小泉町 497-5   ☎421-3133 
                        Fax421-3324 

  

 

 

会会会 員員員 企企企 業業業 紹紹紹介介介 

2018-2019年度 第 2回 職場訪問例会のご案内 

日時：2019 年 3 月 22 日(金）AM12：00~PM13：30 予定 

場所：日の出屋製菓産業(株) ささら屋立山本店   

      中新川郡立山町沢端 21    

                 Tel 076-463-6011 

スケジュール 

12：00 ～ 会議室にて昼食 (お弁当) ◆お早めにお越しください。  

     ◆到着された方からお召し上がりください。 

12：30 ～ 会議室にて例会 ・開会点鐘 

・ソング斉唱・四つのテスト唱和 

・会長挨拶・幹事報告 

12：40 ～ 日の出屋製菓産業(株)様よりご挨拶 

・会長より謝礼の贈呈 

・閉会点鐘 

13：00 ～ 移動 / 自由見学→見学後解散  

※ 会場の準備がございますので、3 月 1 日(金）までに     (日の出屋製菓産業(株) ＨＰより引用) 

ご出欠のお返事をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

((株)源 ＨＰより引用) 

 

 

 

  

 
現地集合 
現地解散 
となりなす 

 

3月例会プログラム 
8 日(金) 卓  話  富山大学芸術文化学部  

建築デザインコース  教授 大氏正嗣 氏  

演題：「ネパール組積造耐震化の取組み」 

12 日(火) 例会変更 / 富山第二分区 I.M. 

3/15(金) →3/12(火)  

22 日(金) 例会変更 / 職場訪問例会 

     日の出屋製菓産業(株)ささら屋立山本店 

29 日(金) クラブ指定休日 

 

 
  

 

夜間例会・観桜会 
春季親睦ゴルフコンペ 

          平成３１年４月１２日(金) 
 

●観桜会               

時 間 例会 18：30～ 懇親会 18 : 40～  

場 所 富山電気ビル４階 ８号室 

    富山市桜橋通り 3-1   

      ☎432-4111 

会 費 会員 8,000 円 ご夫人 6,000 円 

  余  興 「しゃみせん楽屋」 
 

●春季親睦ゴルフコンペ 

場 所 太閤山カントリークラブ 茜コース 

射水市平野 1 番地 

     ☎076-656-1200      

スタート 1 組目 10：00 

会 費 3,000 円 

◆プレー代は各自ご負担ください 

◆表彰式は懇親会場にて行います 
 

※３月２９日(金)までにご出欠のお返事を 

お願いいたします。 

 
 

 

 
 

 


