WEEKLY

Rotary International 2018-19
会 長 バリー・ラシン
[バハマ]

テーマ

ROTARY：BE THE INSPIRATION

REPORT

国際ロータリー第2670地区
ガバナー 桑原 征一
[新居浜ＲＣ]

丸亀東ロータリークラブ

インスピレーションになろう

会長

稲毛 謙二

平成３０年１１月１３日（火）
2018～2019年度 第４４年度 第１８回

幹事

＜第４４年度＞

氏家 正俊

通算第２１０５回例会

【会長報告】
◆ 「3520自行車隊」（台湾）より感謝状をいただきました。
＊岡山後楽園RCさんが預かってきて下さいました。

【幹事報告】
◆ 前回例会終了後、１１月理事会を行ないました。
①１１月・１２月・１月プログラムの件 ・・・・・・ 承認

【委員会報告】 青少年奉仕委員会（ 前山佳裕 委員長 ）
◆ 第６回丸亀東ロータリークラブ杯少年剣道大会を2019年
４月１４日(日)開催いたしますのでご協力をお願いします。

【委員会報告】 親睦活動委員会（ 森 英司 副委員長 ）
◆ クリスマス家族会の案内文を配布しております。

～岡山後楽園ＲＣ・丸山会長、土井様、深井様より創立３０周年記念式典のご案内～
◎ ２０１９年４月７日(日)創立３０周年記念式典を開催いたしますので、多数のご参加をお願いします。
案内状が出来次第。お渡しします。

【プログラム】

❤ 客 話 （クラブ広報委員会） 伊藤 弘 委員

〔丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 館長 中野レイ子様〕
美術館概要
◎丸亀市猪熊弦一郎現代美術館
丸亀市猪熊弦一郎現代美術館（愛称MIMOCA／ミモカ）は、1991年
全国でも類を見ない“駅前美術館”として、丸亀市ゆかりの画家・猪
熊弦一郎の全面的な協力のもと開館しました。70年に及ぶ猪熊の
画業を顕彰するとともに、市民の芸術文化の振興をはかることを使命
として、市民が気軽に訪れ憩える駅前ならではの開かれた美術館を
目指しています。 猪熊本人より寄贈を受けた約2万点に及ぶ猪熊作
品を所蔵し、常設展示にてご紹介するほか、現代美術を中心とした年数回の特別展示を開催しています。
また、講演会やコンサートなどの多彩なプログラムや、子どもたちの豊かな感性と創造力を伸ばし育むことを
目的とするワークショップなどの教育普及活動も積極的に行っています。

◎美術館設立によせて
私が少年時代を過ごした、想い出深い丸亀の地に美術館が建てられた事を大変嬉しく思います。現代美術
を専門に展示する美術館は、全国的にもユニークであり、丸亀市民の皆様の力で建設されたこの美術館に
よって、まち全体が文化的な環境になって行くことを期待しています。

猪熊弦一郎

ＭＩＭＯＫＡ（ミモカ）とは・・・
Ｍarugame Genichiro-Ｉnokuma Museum Ｏf Contemporary Art 略語です

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか

３．好意と友情を深めるか

２．みんなに公平か

４．みんなのためになるかどうか

◎施設紹介
正面には、猪熊弦一郎の巨大な壁画《創造の広場》やオブジェの設
置されたゲートプラザがあり、その伸びやかなファサードは、駅前広
場と内部空間をゆるやかに結びつけています。設計は、数々の美術
館建築を手がけ、現在、世界で最も美しい美術館をつくる建築家と評
される谷口吉生。猪熊弦一郎との対話によって、アーティストと建築
家の理念が細部に至るまで具現された建築となっています。
自然光をふんだんに取り込んだ、軽やかで開放的な空間が広がる
館内は、1階から3階までの3層構造となっており、1階にはオリジナル
グッズやカタログを販売するミュージアムショップ、2階には対照的なプロポーションをもつ2つの展示室があり
さらに3階には天井高約7mの豊かなスケール感をもつ展示室を配しています。
また当館は、作品鑑賞だけでなく芸術へのさまざまなアプローチを可能にする施設です。2階のアートセンター
は、美術に関連する書籍・雑誌が閲覧できる美術図書室、講演会やコンサートの会場となるミュージアムホー
ル、そしてワークショップ等を行う造形スタジオを備えており、3階最奥部にあるカスケードプラザとカフェレスト

MIMOCAもまた皆様に心地よいひとときをご提供します

大階段

《Faces 80》 1989年

エントランス

展示室

《バレリーナの夢想》 1950年

《楽しい家族》(1989年)

《婦人像》1926年

三越包装紙「華ひらく」について
戦後間もない1950年、猪熊弦一郎氏によってデザインされた、日本の
百貨店で初めてのオリジナル包装紙「華ひらく」。猪熊氏が千葉の犬吠
→ 埼を散策していた際、海岸で波に洗われる石を見て、「波にも負けずに
頑固で強く」をテーマにしようと考えたことからこの包装紙のデザインが
生まれました。

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか

３．好意と友情を深めるか

２．みんなに公平か

４．みんなのためになるかどうか

【本日のニコニコ】

♣♣ 岡山後楽園ロータリークラブ創立３０周年記念式典の
ご案内をさせていただいて：岡山後楽園ＲＣ様＜ＷＢｉｇ＞
♣
♣
♣
♣
♣
♣
♣

中野館長さん。ありがとうございました。
中野レイ子館長さんの卓話を拝聴して
中野レイ子館長さんの卓話を拝聴して
中野レイ子館長さんの卓話を拝聴して
中野レイ子館長さんの卓話を拝聴して
中野レイ子館長さんの卓話を拝聴して
お先に失礼して

：伊藤 弘
：稲毛 謙二
：氏家 正俊
：小宮山 滋
：浜口 戴
：山田 耕治
：大塚 秀人

クラブ広報委員
会長
幹事
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【来訪ロータリアン】（３名）
☬
☬
☬

丸山 夏樹
土井 基之
深井 豊久

氏 （ 岡山後楽園 ＲＣ ） ＊会長
氏 （ 岡山後楽園 ＲＣ ） ＊創立３０周年実行委員長
氏 （ 岡山後楽園 ＲＣ ） ＊創立３０周年実行副委員長

【メークアップ】 （２名）
☣
☣

原 将嘉
伊賀 重夫

【出席報告】
会員総数

４０名

君 （ １０月２７日；地区大会 ）
君 （ １０月２７日；地区大会 ）

出席免除会員数 出席計算会員数

３名

３７名

第２１０３回例会
会員総数

４０名

＜１１月１３日（火）現在＞

第２１０５回例会

出席免除会員数 出席計算会員数

３名

３７名

出席会員数 欠席会員数

２０名

１７名

出席率

５４．０５％

＜１０月３０日例会分※（ ）内はメークアップ＞

出席会員数 欠席会員数

２４名(２名)

１３名

出席率

６４．８６％

【１１月２０日（火）の例会】 客 話 （ 秋山 佳弘 会員 ）

〔米山記念奨学生 ワン・ツオンタオ様〕香川大学・知能機械システム工学
【１１月２７日（火）の例会】 会員卓話 （ 入江 英樹 会員 ）
＜ロータリーの目的＞
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。
具体的には、次の各項を奨励することにある。
第 1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。
第 2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕
する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。
第 3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々，奉仕
の理念を実践すること。
第 4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和
を推進すること。
付記：「ロータリーの目的」の 4 つの項目は、等しく重要な意味を持ち、また同時に行動 を
起こさなければならないものであるということで、RI 理事会の意見が一致している。
オークラホテル丸亀 ☎23-2222
ＭＡＲＵＧＡＭＥ ＥＡＳＴ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ
例会場
〒763-0011 丸亀市富士見町3-3-50
事務所
オークラホテル丸亀４３０号室
TEL：0877-21-6611 FAX：0877-21-6655
例会日
毎週火曜日 PM12:30～PM1:30
URL：http://www.marugame-east-rc.com
E-Mail：merc@soleil.ocn.ne.jp

３５２０サイクリングチームより感謝状が贈られました

