
◎ロータリーソング ～それでこそロータリー～   

◎ 幹事報告　【近藤幹事】
新年度もスタートして一か月が過ぎました。まだ、不慣れですが頑張ります。「踊っ
てみよう日本舞踊」も多数の申し込みがありました。ありがとございます。当日も
よろしくお願いします。

◎ 会長挨拶　【三富会長】
前回、AI の進歩で今ある職種が変わるお話しましたが今日は仕事のスタイルについ
て少しお話します。
先日、聖路加の日野原先生が 105 歳でご逝去されました。
日野原先生の世代でしたら長寿を全うして召されたと思います。
でも、今生まれた子供の平均寿命は 100 歳を超えると言われています。
日野原先生は：：：「命は時間」だと言っていました。
80歳まで生きると 365 日×100 年＝36,500 日×24時間＝876,000 時間です。
人間生まれて成長し仕事について老後を迎える・・・生老病死～という言葉があり
ます。
その人生を 3つに分けると　教育 仕事 余生
教育は 22 歳から 25 歳です。余生は人によって違いがありますが 10~20 年ぐらい
かも知れません。合わせると 45~55 年間です。
100 年寿命を迎えると仕事の時間が今より大幅に増えることになります。50 年以上
です。
バブル時代までは終身雇用が日本の仕事に対する一般的な考え方でしたが失われた
20年以降、転職やキャリアアップは一般的になりました。
大学出て一流企業に就職しても 2~3 年で退社・・・育てた親は嘆いている現状も目
にします。
現在生産労働人口は 90%サラリーマン 10%自営業、経営者です。
昭和 30年代は～サラリーマン 50％台で 40数％が自営業者でした。
時代とともに日本経済が成熟期を迎え少子高齢化もあり安全安心が一般的な若者の
思考となってきています。
50 年～ 60 年以上の働く時間をどのように向き合っていくか今後の課題だと思いま
す。
ロータリーに参加している皆さん仕事に関しては生涯現役の方が多いかと思います。
ロータリーとしてセカンドワークのお手伝いができるのではないかと感じています。
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例会場：ホテルサンライフガーデン

例会日：毎週金曜日 12：00～13：30

◆ロータリーソング ～それでこそロータリー～　
◆誕生祝い【麻生会員　笠原会員　原博章会員　川内会員】
◆委員会報告【野崎会員　近藤会員　真道会員】
◆卓話【日本画家　後藤真由美さん】
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◎ 誕生祝い
【麻生会員】
誕生祝どうも有難うございました。

【笠原会員】
54 歳になりました。早く年を取ったようなそうでないような気がしますが会社の中
では年長ですがロータリーに来ると若い気になります。もう少し大人になれるよう
に頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

【原博章会員】
今月 15 日に初孫が生まれ爺になりました。諸先輩を見習って若々しくいたいと思い
ます。頑張ります。

【川内会員】
無事還暦を迎えました。先日友人の会社が 120 周年を行いました。大還暦と言って
いました自分も大還暦を迎えられるよう生き延びたいと思います。これからもよろ
しくお願いします。

◎ 委員会報告
【国際奉仕・青少年奉仕委員会　野崎委員長】
「踊ってみよう日本舞踊」経過報告及び今後の日程について発表します。
7 月 20 日に申し込みを締め切りましたが 88 名でした。有難うございます。会場の
都合により 71 名に抽選で決めさせて頂きました。タイムスケジュールは後日皆様に
お渡しします。当日よろしくお願いします

【近藤幹事】
役割分担も決めさせて頂きましたので、皆様よろしくお願いします。

【会場監督　真道会員】
委員の方と打ち合わせをし、例会中にランプを使うことにしましたので、注意され
ないように皆様気を付けてください。
ゴルフコンペの件ですが、日程が花火大会の日ということで，親睦委員の方たちと
か参加できないということで日程を 8月 22 日（火）に変更いたしました。参加宜し
くお願いします。

◎スマイル報告【川内委員長】
２１名　　　２２，０００円

◎ 出席報告　【笠原委員長】
会員　４１名　出席義務者　４０名　　出席者　３２名　出席率　８０％
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後藤真由美さん後藤真由美さん

第 1249回 例会2017. 7. 28   平塚湘南ロータリークラブ   平塚湘南ロータリークラブ 週 報

page.3

2017 - 2018 年度

国際ロータリー　第 2780 地区　第 8グループ

◎卓話　日本画家　後藤真由美さん
【卓話者紹介　徳永会員】
PROFILE
1982　石川県生まれ（神奈川県育ち）平塚市
在住
2005　武蔵野美術大学日本学科卒業
2008 ～各年個展　
（銀座・平塚市美術館市民アートギャラリー・
元麻布ギャラリー）　
2016　個展（そごう横浜店・美術画廊）
2017　個展（そごう千葉店・美術画廊）
　　　　・「日本の美」展（TKP ガーデンシティ千葉）
　　　　・SAKURA 咲く展（そごう横浜店）
・神奈川県立大原高校完校記念画（平塚中等教育学校所蔵）
・平塚経進会創立３０周年記念品製作
・平塚市立崇善公民館創立５０周年記念画製作（崇善公民館蔵）
・第 55回公益社団法人 JCI（平塚青年会議所）卒業記念品製作

●社会教育活動
・平塚市美術館協議会委員
・平塚市中央公民館運営委員
・美術館や学校でのワークショップ
●受賞歴等
　・2010　第 21回臥龍桜日本画大賞展入選
　・2011　第 29回上野の森美術館大賞展入選
　・2016　CANSON PRIZE（日本代表）

日本画とは明治時代になってから西洋画に対してつくられた言葉である。
日本画は木製のパネルに和紙を張り岩絵の具で描く。
母校、県立大原高校正面玄関に、閉校記念画として制作した「生命を刻む」が常設
展示されている。
現在、平塚市美術館評議会委員及び、中央公民館の運営委員を務め、創作活動と並
行して社会活動（湘南ひらつか七夕まつりや被災地でのライブペインティング他）
を行っている。
先月は市内小学校、特別支援学級で絵画指導を行った。
全３回の授業の第 1 回は、自分の好きなものを考えるところから始め、基本的な実
演指導後、心地良いものは何かを考えて個人作品を制作。個性あふれる色彩感覚が
際立った作品が仕上がった。
２回目は共同制作に相応しいテーマの決定から制作へと展開。
「友達」と「水」の２テーマを選び。横２ｍを超える大作に挑戦した。
注意散漫など個々の特性に配慮し、つまずきに対して欠かさずアドバイスを与える
ことで、集中力を持続し、2点のエネルギーあふれる大作が完成した。
3回目は第１回の絵画に添えるのに適した立体の制作と見せ方の工夫。
色彩豊か感性を発揮した、素晴らしい作品が多数完成した。
まとめ
ハンデを持ちながらもそれを補うように、他の何らかの部分が突出する子が多くい
た。彼らの特性や、こだわりに気づき , 生かす指導が大切である。



◎スマイル報告　【川内委員長】
三富会長　 後藤真由美様、卓話よろしくお願いします。
近藤幹事　 後藤様、本日の卓話楽しみにしております。
芦川会員　 後藤真由美さんようこそお越しくださいました。今日は宜しくお願いします。
麻生会員　 誕生日の贈り物有難うございました。本日は天気の関係でかったるいです。
小沢会員　 後藤真由美様、本日はようこそいらっしゃいました。先日ユニセフから感謝状が一枚届いており「こ

れは何ですか」と家内に聞きました。すると数年ためていた不要の歯科用金属を処分して、金額
寄付したと言っていました。よく見ると 300 万円でした。「これ何？」とびっくりして言うと、
倫理法人会の教えに則って行ったということでした。言葉が出なくて「なんも言えね～」

笠原会員　 本日と明日は、夜のお店の十周年を開催していますので、よろしくお願いします。金曜日は平塚
法人会の青年部が何人か来ますので、ロータリーに介入させて下さい。

柏木会員　 私事、先日の報告会の際には多くの先輩方にご出席を頂戴しまして心より感謝申し上げます。今
後ともよろしくお願いします。

川内会員　 ここのところ休みが多くてすいません。ご迷惑をおかけしております。今から花火大会楽しみです。
家族全員で伺います。

黒柳会員　 後藤真由美さん今日は楽しく面白いお話を期待しています。
小泉会員　 暑いので皆様、健康管理をお願いします。花火大会ですが老人施設「ふれあいの園」で家族パー

ティーがあり親父、お袋と花火見学となります。申し訳ありません。
佐藤会員　 後藤さん卓話楽しみです。8月より筋トレ復活いたします。けがは本当にストレスがたまります。
真道会員　 会場監督 3 名で話し合った結果、注意を促す赤ランプを設置するということにしました。本日は

美人卓話なので、特にランプが点滅しないようお願いします。
曽我会員　 日本舞踊のイベントが満員御礼で嬉しいなぁ。当日も盛り上がります様に。もう少しで 8 月！ 7

月の残りも精いっぱいガンバルゾー。
高橋会員　 相変わらず暑い日が続きます。体に気を付けましょう。
田中会員　 こんにちは。後藤真由美様ようこそおいで下さいました。卓話楽しみにしております。
徳永会員　 後藤真由美さん、ようこそ。今年の桜はうまく描けましたか？
中村会員　 いよいよ夏本番に突入です。我々きもの業界は日本人のきもの離れという時代の流れの中、超閑

散期に入ります。今年の会社の夏休みは 2週間弱です。数年前では考えられません。
原 ( 茂 ) 会員 今日は急きょ出席してしまい食事が足りなくなってしまいすいませんでした。
 頂いたのは一人分です。
原 ( 博 ) 会員 後藤様、本日の卓話楽しみにしています。よろしくお願いします。
古木会員　 ＤｅＮＡ（野球）2位になりました。
牧石会員　 数年先に、ガバナー補佐の順番が平塚湘南ＲＣに回ってくると思いますが、その時は是非、皆さ

んで、吉野会員を押していただきたいと思います。本人やる気満々です。
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