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2022-23年度 RIテーマ

RI会長 ジェニファー・ジョーンズ

地区スローガン
「感動、感激、そして感謝」

千代則 ■副会長：堀内 眞治 ■幹事：野﨑 隆男

RI第2650地区ガバナー
尾賀

康裕

例会プログラム

本日のお客様
公益財団法人大和文華館 学芸部課長・博士(文学) 瀧 朝子 様
奈良ロータリークラブ IM実行特別委員長 北野 利裕 様
奈良ロータリークラブ IM実行特別副委員長 倍巌 良明 様
奈良ロータリークラブ 事務局長 朝廣 佳子 様
奈良ロータリークラブ 会場担当部会長 阪田 文彦 様

第7回8月23日
通算2021回
１．挨拶
２．開会点鐘
３．ソング
４．お客様紹介

会長の挨拶

５．ビジター紹介

【谷川会長】

６．会長挨拶
７. 例会状況報告
８．委員会報告
９．結婚・誕生日お祝い
10．幹事報告
11．クラブ討論会
12. お礼の言葉
13. 閉会点鐘

こんばんは。8月6日土曜日の地区ロータリー財団セミナーに出席し
てきましたので簡単に報告させていただきます。北河原パストガバナー、
武藤ガバナー補佐をはじめ地区財団副委員長の宮西さん、地区補助金
委員の堀内さん、地区グローバル補助金委員の増井さんもご出席され、
クラブからは私と水野奉仕プロジェクト委員長が出席いたしました。
宮西副委員長からは「ロータリー財団モデルとシェアシステムについ
て」増井委員からは「グローバル補助金について」わかりやすく説明
していただきました。
2022年度は2650地区95のクラブから地区補助金の申請があったのは6
7クラブでした。その申請額は地区予算を上回ったため一律2％の減額
で67クラブに支給されることが決定しました。当クラブでも奉仕プロ
ジェクト事業として「知的障碍者キャリア推進事業」を計画し地区補
助金を申請し5954ドル（約80万円）の交付が決定しております。
1

例会状況報告
8月9日
通算2020回
◎本日出席者

６６名

◎本日出席率

１００％

7月26日
通算2018回の修正
◎出席率
９８．３６％
◎補填前欠席者
７名
◎欠席補填者
６名

また、ことしは10月24日に世界ポリオデーが開催されることもあり、尾賀ガバナーか
らもポリオデーについて、ポリオ寄付金の必要性について説明がありました。ポリオの
発生は昨年6件、今年は14件ですが1980年ロータリーがポリオに取り組むころは35万件の
発生があったそうです。ポリオワクチンを開発されたジョナス・ソーク氏の誕生日であ
る10月24日をポリオデーに決めたとのことでした。ポリオデーをとおしてロータリーク
ラブのポリオに対する取り組みを地域の方に知っていただく機会にしましょう。また、
ワクチンは出生した赤ちゃんに必ず接種が必要で日本だけでもポリオワクチンに年間100
億円の費用がかかってるとのことでした。奈良大宮のポリオデーについても理事会で検
討中でございます。皆さままたご協力よろしくお願いいたします。また、その他ロータ
リー財団奨学生の近況報告もあり非常に盛りだくさんで良いセミナーでした。

2022-23年度IMについて
奈良RC IM実行特別委員会
(北野実行委員長) 例会の貴重な時間をお借りいたしましてIMのP
Rをさせていただきますこと大変感謝いたします。10月15日にホテ
ル日航奈良で開催させていただきます。私が一番懸念しています
のがコロナでございます。現在第7波で大変猛威をふるっておりま
すが、これも1ヶ月余りで収まってくれるのではないか、10月15日
には完全に収まってくれているのではないか、という希望的観測
をもって一生懸命とりかかっております。奈良RCのメンバーがか
なり頑張って色んな事をやってくれていますので、大変面白いIM
になると信じております。皆さん多数のご参加、いや全員登録し
ていただきますよう、よろしくお願いいたしたいと思います。
それでは事務局長の朝廣の方からインターシティミーティング(IM)
について内容を説明させていただきます。
(朝廣事務局長) 只今、北野実行委員長よりありましたように、
10月15日IMをホテル日航奈良で開催させていただきます。我々4人
1チームで例会回りをさせていただいておりまして、ちょうどこち
らが7クラブ目、半分にやっときました。色んなクラブの皆様とお
会いできて、例会を体感させていただけて有難いなと思っており
ます。IMですが、テーマは「ウィズコロナ・アフターコロナの中
でのロータリー活動を考える」です。コロナが収束に向かっても、
社会状況は元のように戻らないだろう、そんなところで我々はビ
ジネスをどういうふうに進めていけばいいのか、今後日本はどの
ようになるのか、また、ロータリー活動はどうしていけばいいの
か、そんなことを講師の先生の基調講演を元に考えていきたいと
思っております。講師の先生は須田慎一郎さん。強面でとても人
気の方でございます。経済ジャーナリストで、ビートたけしの
「テレビタックル」、読売テレビの「そこまで言って委員会」等で、皆様お見知りおき
かと思います。特に関西では非常に人気のある先生だということで、とても面白いお話
が伺えると思います。須田先生はロータリークラブの講演だったら是非とも行きたい、
と仰って下さいまして、当日を先生も楽しみにして下さっております。また、先生のご
講演の後は、昨年県下14クラブで合同事業させていただきました社会奉仕事業につきま
して発表させていただきたいと思っております。大変恐縮ですが、その際に直前会長の1
4人の皆様にご登壇いただきたいと思っております。そのあと閉会式典がございまして懇
親会へと続きます。3年ぶりの対面のIMということで、是非とも皆さんと顔を突き合わせ
て美味しいお酒が飲める、そんなIMにしていきたいと思っております。一人でも多くの
方のご出席をお待ちしております。本日はどうもありがとうございました。
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委員会報告
【親睦ゴルフ・家族親睦例会について】
辻本和久親睦活動委員長
・9/15 親睦ゴルフコンペ ゴルフ場未定のため、次回例会で詳
しい案内をさせていただきます。
・9/25 第一回家族親睦例会 琵琶湖方面への日帰りバス旅行で
出欠報告は8/24までとなります。またご自宅の方にご案内を郵
送させていただきます。

幹事報告
・2021-22年度出席表彰者の件：8/23に表彰者発表
状差し
・ＩＭパンフレット
・第2回定例理事会議事録

回覧
・県下RC親睦ゴルフ大会の件
・9/25家族親睦例会の件
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卓 話
公益財団法人大和文華館学芸部 課長 瀧 朝子 氏
タイトル：「美術に読み取る祥瑞と吉祥の動物」
プロフィール
瀧 朝子（たき あさこ）氏
博士（文学）・大和文華館学芸部課長
専門分野：東洋工芸史、仏教美術史
【学歴】
2001年3月 東京学芸大学大学院教育学研究科 修了（学術学位）
2001年9〜11月 中国・蘭州大学敦煌学研究所
（朝日新聞社主 催敦煌研究員派遣制度）
2007年3月〜7月 中国・中国美術学院（中国語学）
2007年9月〜2008年7月 中国・中央美術学院美術史系
（高級進修生）修了
2010年9月 神戸大学大学院文化学研究科 修了（文学博士）
【職 歴】
2002年4月〜 公益財団法人 大和文華館学芸部員
（2019年6月〜 学芸部課長、現在に至る）
2005年10月~2007年3月 奈良大学文化財学科非常勤職員（東洋工芸史）
2009年 4月〜2013年 大阪府立大学非常勤職員（大学連携・博物館学）
2010年 9月〜2011年3月 奈良女子大学文学部非常勤職員（東洋美術史）
2014年10月〜2019年3月 同志社大学文学部非常勤職員 （東洋美術史）
2017年 4月〜9月 兵庫県立大学非常勤職員（東洋美術史）
2018年 4月〜大阪芸術大学非常勤職員（日本美術史）
2018年 4月〜四天王寺大学非常勤職員（博物館教育論）
【主な展覧会の企画 】
・特別展 『鏡像の美−鏡に刻まれた仏の世界−』、大和文華館、2006年 10−11月
・特別展 『呉越国−西湖に育まれた文化の精粋−』、大和文華館、2016年10−11月
・特別展 『建国1100年高麗−金属工芸の輝きと信仰−』、大和文華館、2018年10−11月
・特別展 『天之美禄 酒の美術』、大和文華館、2021年10−11月
美術作品には、さまざまな動植物があらわされてきました。東アジアの絵画や工芸作
品にも、想像上の生きものから実在の動物まで、実に多くの動物の姿を見ることができ
ます。では、これらの動物は何のために、どのようにあらわされたのでしょうか？ 主
に工芸作品から、東アジアの動物文様に込められた思想と願い、美術における表現を見
ていきます。
龍や鳳凰、亀、麒麟などは、神聖な瑞獣として、祥(しょう)瑞(ずい)(良いこと、めで
たいことのしるし)とされました。鏡や玉璧の文様にあらわされたこれらの瑞獣は、時代
が降ると装飾的で華やかな姿で陶磁器などを彩るようになります。また、魚や鹿、鳥な
どの身近に見られる動物は、吉祥文様として、長生きや子孫繁栄、富貴栄華など良い意
味を付けてあらわされてきました。
動物は主題として描かれる場合もあれば、装飾文様の中に入り込んでいるものもあり、
陶磁や漆工、金工など、材質によって異なる技法が用いられ、多様な表現を見ることが
できます。美術の中の動物文様には、いつの時代でも人々が泰平の世を求め、個人の幸
せを願う切実な気持ちとともに、美しい表現へと昇華していく逞しさをも感じることが
できます。
現在、大和文華館で開催されている展覧会「東アジアの動物−やきものと漆−」
（8月14日（日）まで）で見ることのできる作品を中心に取り上げます。
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ニコニコ箱

合計 71,000円

累計 482,000円

奈良ロータリークラブIM実行特別委員会 様 本日は、IMの広報へ伺いました。
よろしく御願い致します。
谷川千代則君 大和文華館学芸部課長 瀧 朝子様、本日の卓話よろしくお願いします。
奈良ロータリークラブIM実行特別委員会の皆さま、本日はお越しいただ
きありがとうございます。
野﨑隆男 君 大和文華館学芸部課長 瀧 朝子先生、本日の卓話よろしくお願い致し
ます。奈良ロータリークラブIM実行特別委員会の皆様、ようこそおいで
下さいました。
武藤廣茂 君 奈良ロータリークラブの皆様、本日はIMのご案内ご苦労様です。
又、先日は大変お世話になりありがとうございました。
潮田悦男 君 本日、運転免許証の更新をすませました。78歳まで運転できます。
倉田智史 君 大和文華館学芸部課長 瀧 朝子様、本日の卓話、楽しみにしております。
どうぞ宜しくお願い致します。
辻本和久 君 9月15日親睦ゴルフコンペ、9月25日家族親睦例会、ご参加よろしくお願
いいたします。超ニコニコ！
吉田英正 君 暑気払いに。
ニコニコ協力 門脇伸幸 君 川端 昇 君 佐川 肇 君 中奥雅巳 君
成田和哉 君 堀内眞治 君 水野憲治 君 南谷正仁 君
森山斗福 君 山口尚紀 君 渡邊あきの君

◆例会変更・休会のお知らせ◆
＜やまと西和ロータリークラブ＞
・8月23日（火）例会方法変更ハイブリッド方式（ZOOMとリアル例会）
PM1：00〜やわらぎ会館3F研修室
・8月30日（火）例会場所変更信貴山料亭旅館みよしにて12時45分開会
・9月6日・13日（火）例会方法変更ハイブリッド方式（ZOOMとリアル例会）
PM1：00〜やわらぎ会館3F研修室
・9月20日（火）（定款第8条第1節-C）年間予定休会
・9月27日（火）例会日時場所変更⇒ガバナー公式訪問9月22日（木）
例会場 信貴山成福院 12時20分開会
※各日ビジター受付は致しません
＜橿原ロータリークラブ＞
・8月26日（金）納涼例会（大阪）
THE KASHIHARAでの夜間例会（18:00〜）に変更
※ビジター受付は当日12：00〜12：30まで、THE KASHIHARAフロント横にて行います。

今後の予定
・8月30日（火）卓話
卓話講師 会員 南谷正仁 様
タイトル「インボイス制度導入まで1年 −その概要と対応−」
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●会報・雑誌委員会/市田富久夫 爲則泰二
楠原忠夫

中奥雅巳

