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本日　６月１日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「同好会でさらなる親睦を」

親睦委員会 委員長 福岡満喜子 会員

次週　６月８日㈬ 

　　　 　ロ　ー　タ　リ　ー　休　日

第2532回　例会報告／令和４年５月18日　天候　晴
◇ロータリーソング
  「茶摘み」
◇来訪ロータリアン及びお客様
　米山記念奨学生　　田　甘霖さん
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
今月は青少年奉仕月間で
す。先週、石川委員長に
も卓話をしていただきま
した。今月のロータリー
の友には、若者の間で急

増する大麻の乱用という特集が組まれていま
す。大麻を所持したり、人に譲り渡したりし
て摘発されたうちの７割近くが20代以下で、
高校生と大学生の摘発は過去最多となり、若
者の薬物使用も深刻化しているようです。
　６月26日は、国連決議による「国際麻薬乱
用撲滅デー」です。日本でも、国が平成30年
８月に「第５次薬物乱用防止５ヵ年戦略」を
策定し、これを受けて高知県でも「ダメ。
ゼッタイ。」運動を推進してきました。乱用
される主な薬物としては、覚醒剤、コカイン、
ＭＤＭＡ、ＭＤＡ、ＬＳＤ、ケシを材料とす
るヘロイン、大麻などがありますが、その他
にも危険ドラッグや向精神薬、シンナーなど
の有機溶媒などが使用されています。また、
令和３年６月25日に厚生労働省の「大麻等の
薬物対策のあり方検討会」とりまとめが公表
されました。そこで、難治性てんかんの治療
薬として医療用大麻製剤が研究されることに

なり、大麻の使用罪を創設する準備が進めら
れることになりました。
　しかしながら、2020年のデータで10代に
限ってみると、薬物の乱用で健康被害を起こ
し精神科を受診する場合の原因物質は、捕ま
らない薬物が増えていて、市販薬が56.4％、
睡眠薬・抗不安薬が12.8％と違法性のない薬
物が大半を占めています。市販薬に依存して
いる子どもたちは女性が多く、他の非行歴が
ない普通の子どもたちが多いそうです。親か
らのネグレクトや学校でのいじめなど、精神
的なストレスを抱え、一時的な幸福感を得る
ためではなく、生き辛さを緩和するために薬
物を使っているようです。市販薬は風邪薬と
咳止めがほとんどで、薬剤の耐性上昇で大量
に服用するようになります。同様に乱用する
薬物として、エナジードリンクやストロング
系と言われるアルコール飲料もあります。
　他のロータリークラブでも「ダメ。ゼッタ
イ。」運動を行っているところもあるようで
すが、青少年奉仕月間に、改めて青少年の問
題を考える機会にしていただきたいと思いま
す。
　因みに、アディクション（依存）の反対語
は、コネクション（つながり）だそうです。
本日の卓話は佐野会員です。よろしくお願い
します。
◇米山記念奨学生の田　甘霖さんに奨学金に
お渡ししました。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

モネに比べても劣らない」というほどの評価
をしています。同じく高村光太郎も絶讃して
います。しかし、それに対して、当時一流の
美術評論家と言われた木下杢太郎は、山脇さ
んが高村光太郎が主催する琅玕洞という美術
展覧会に出品した作品を批評します。そのこ
ろ、山脇さんは武者小路実篤、志賀直哉など
が結成した白樺派に入っていて、木下杢太郎
の批評に対して反論します。これが後の「絵
画の約束」論争へと発展します。山脇さんの
方には武者小路が付いて、最後は武者小路実
篤対木下杢太郎の論争になり、個人攻撃まで
し始めて１年間続きます。
　山脇さんはそんな論争が嫌になり、滋賀県
の膳所中学校の絵の先生として勤めるように
なります。その間、院展や文展に出展するな
ど活動は続けています。そして、小学校に勤
務する青柳為子さんと結婚。この当時描いた
「湖畔」や「疎林」は、山脇信徳の青の時代
と称し、最も優れた絵であると言われていま
す。
　大正11年、離婚した山脇信徳は、フランス
に行くお金をつくるために満州に渡り、奉天

中学校の教諭となります。大正14年、奉天中
学校を退職後、フランスに留学。梅原龍三郎
の紹介で小林和作を知り、一緒にイタリアな
どを旅行。そのときに描いたのが「伊太利ア
マルフィの海岸」で、1932年の国画展に出品
した後、長く所在が不明でした。それを私が
偶然発見して、今持っています。その他、
セーヌ河周辺の風景を好んで描き、ノートル
ダム寺院なども何枚も描いています。
　昭和４年、帰国した後、高知県で欧州作品
や高知の風景を描いた作品を発表します。そ
して、高知県展の発展に尽力して、後進の指
導や高知県の文化推進に努め、昭和27年に亡
くなります。
　山本駿次朗著「山脇信徳の生涯」によると、
山脇さんの満州当時の絵は非常に少ないと言
われていますが、私は満州風景の絵を５、６
点、持っています。今から20数年前、高知県
立美術館で私が20点提供して展覧会を開催し
ました。また、今回の展覧会には「伊太利ア
マルフィの海岸」をはじめ７点を提供してい
ます。
（山脇信徳さんの絵の紹介）

奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために

◇親睦委員会より
　６月１日、18時30分より得月樓にて新入会
員歓迎会を行います。会費は7,500円、出欠
の締切は23日。
◇幹　事　報　告
・本日18時30分よりザ クラウンパレス新阪急高
知で、現新クラブ協議会を行います。出席
をよろしくお願いします。
◇ワイン会報告
　５月13日㈮、ザ クラウンパレス新阪急ホテル
２階、七福で第３回目が行われた。出席者は
９名。メニューは和牛のアスパラ巻、ホタル
イカのフリットをメインにして９品目。そし

てワインはフランスのスパークリングワイン
を２本、ジョージアのオレンジワイン、そし
てアメリカの赤ワイン２本。中西さんより詳
しい説明を受け、ワインを飲みながら料理を
味わった。スパークリングワインはパーティ
で一番先に飲まれる高級ワイン。オレンジワ
インは珍しい色でユネスコ世界文化遺産に登
録されたことがある力強いワイン。最後のア
メリカワインは、２本とも重いワイン。
　これからもワイン会が続くが、ワインにつ
いて知識とメンバーの皆さんとの親睦も深め
たい。

　コレクターというのは、書画骨董のうち何
を対象として設定するかということが大事で
す。陶磁器、絵画、その他の骨董品とありま
すが、私は絵画を選択しています。ただ、絵
画は非常に偽物が多くありますので、ある程
度の知識と判定眼が必要です。入手経路につ
いても、問題があります。あまりおかしいと
ころから入ってきた物は偽物が多いです。そ
して、資産としての価値としては、世界的な
作家は価値がありますが、それは非常に限ら
れたものです。ほとんどの作家の作品は、生
きているうちは高く取り引きされ、亡くなれ
ば価格は下がります。一般の方は、亡くなれ
ば価格が上がるだろうと思っているでしょう
が、実際はそうではありません。というのは、
作家と交際のある人が作品を求めるとき、交
際を重んじて相手のいう価格で買いますが、
亡くなれば交際もなくなり、ドンと値段は下
がります。絵画の収集をするとき、ここは注
意しておかなければいけないところです。日
本で有名な梅原龍三郎など価格は下がりませ
んが、資産としての価値ということでは見な

い方がいいと思います。
　山脇信徳は日本で一番うまい作家だという
評判があったにも関わらず、死後、その作品
が高知市内で多量に売られて、金銭的に非常
に入手しやすかった時期がありました。さら
に、私は若いころ、山脇さんの弟子といわれ
た浜口富治、黒原和男という画家に大変可愛
がっていただき、その感化を受けたというこ
とがあります。山脇信徳の絵画の良さをいろ
いろと聞いて、これを集めてみようかと考え
たのが、今から50年少し前です。
　山脇信徳さんの本家は新阪急の少し南にあ
りました。明治19年２月生まれ、当時の高知
第一中学校を優秀な成績で卒業。２年後、東
京美術学校（現・東京藝大）に進みます。同
級生に藤田嗣治、田辺　至など有名人が多く
います。
　明治42年、「停車場の朝」という作品で第
３回文部省展覧会で褒状を受けます。その絵
は美術評論家のバーナード・リーチが「モネ
は、この絵よりも、もっとうまい絵を描いて
いるが、これよりも落ちる絵も描いている。

•中平真理子　中西さん、先週のワイン会お
世話ありがとうございました。少し（？）飲
みすぎました。
•山下龍祐　誕生祝いありがとうございます。

•佐野博三　ご清聴ありがとうございました。
•土居祐三　先日、思ってもみなかった仕事
がタナボタで取れたんでニコニコします。
•西山忠利　久しぶりの例会出席です。これ
から暑くなります。30℃越したらゴルフも駄
目。
◇遅刻・早退　２件
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•西山忠利　久しぶりの例会出席です。これ
から暑くなります。30℃越したらゴルフも駄
目。
◇遅刻・早退　２件



◇ロータリーソング
  「茶摘み」
◇来訪ロータリアン及びお客様
　米山記念奨学生　　田　甘霖さん
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
今月は青少年奉仕月間で
す。先週、石川委員長に
も卓話をしていただきま
した。今月のロータリー
の友には、若者の間で急

増する大麻の乱用という特集が組まれていま
す。大麻を所持したり、人に譲り渡したりし
て摘発されたうちの７割近くが20代以下で、
高校生と大学生の摘発は過去最多となり、若
者の薬物使用も深刻化しているようです。
　６月26日は、国連決議による「国際麻薬乱
用撲滅デー」です。日本でも、国が平成30年
８月に「第５次薬物乱用防止５ヵ年戦略」を
策定し、これを受けて高知県でも「ダメ。
ゼッタイ。」運動を推進してきました。乱用
される主な薬物としては、覚醒剤、コカイン、
ＭＤＭＡ、ＭＤＡ、ＬＳＤ、ケシを材料とす
るヘロイン、大麻などがありますが、その他
にも危険ドラッグや向精神薬、シンナーなど
の有機溶媒などが使用されています。また、
令和３年６月25日に厚生労働省の「大麻等の
薬物対策のあり方検討会」とりまとめが公表
されました。そこで、難治性てんかんの治療
薬として医療用大麻製剤が研究されることに

なり、大麻の使用罪を創設する準備が進めら
れることになりました。
　しかしながら、2020年のデータで10代に
限ってみると、薬物の乱用で健康被害を起こ
し精神科を受診する場合の原因物質は、捕ま
らない薬物が増えていて、市販薬が56.4％、
睡眠薬・抗不安薬が12.8％と違法性のない薬
物が大半を占めています。市販薬に依存して
いる子どもたちは女性が多く、他の非行歴が
ない普通の子どもたちが多いそうです。親か
らのネグレクトや学校でのいじめなど、精神
的なストレスを抱え、一時的な幸福感を得る
ためではなく、生き辛さを緩和するために薬
物を使っているようです。市販薬は風邪薬と
咳止めがほとんどで、薬剤の耐性上昇で大量
に服用するようになります。同様に乱用する
薬物として、エナジードリンクやストロング
系と言われるアルコール飲料もあります。
　他のロータリークラブでも「ダメ。ゼッタ
イ。」運動を行っているところもあるようで
すが、青少年奉仕月間に、改めて青少年の問
題を考える機会にしていただきたいと思いま
す。
　因みに、アディクション（依存）の反対語
は、コネクション（つながり）だそうです。
本日の卓話は佐野会員です。よろしくお願い
します。
◇米山記念奨学生の田　甘霖さんに奨学金に
お渡ししました。
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モネに比べても劣らない」というほどの評価
をしています。同じく高村光太郎も絶讃して
います。しかし、それに対して、当時一流の
美術評論家と言われた木下杢太郎は、山脇さ
んが高村光太郎が主催する琅玕洞という美術
展覧会に出品した作品を批評します。そのこ
ろ、山脇さんは武者小路実篤、志賀直哉など
が結成した白樺派に入っていて、木下杢太郎
の批評に対して反論します。これが後の「絵
画の約束」論争へと発展します。山脇さんの
方には武者小路が付いて、最後は武者小路実
篤対木下杢太郎の論争になり、個人攻撃まで
し始めて１年間続きます。
　山脇さんはそんな論争が嫌になり、滋賀県
の膳所中学校の絵の先生として勤めるように
なります。その間、院展や文展に出展するな
ど活動は続けています。そして、小学校に勤
務する青柳為子さんと結婚。この当時描いた
「湖畔」や「疎林」は、山脇信徳の青の時代
と称し、最も優れた絵であると言われていま
す。
　大正11年、離婚した山脇信徳は、フランス
に行くお金をつくるために満州に渡り、奉天

中学校の教諭となります。大正14年、奉天中
学校を退職後、フランスに留学。梅原龍三郎
の紹介で小林和作を知り、一緒にイタリアな
どを旅行。そのときに描いたのが「伊太利ア
マルフィの海岸」で、1932年の国画展に出品
した後、長く所在が不明でした。それを私が
偶然発見して、今持っています。その他、
セーヌ河周辺の風景を好んで描き、ノートル
ダム寺院なども何枚も描いています。
　昭和４年、帰国した後、高知県で欧州作品
や高知の風景を描いた作品を発表します。そ
して、高知県展の発展に尽力して、後進の指
導や高知県の文化推進に努め、昭和27年に亡
くなります。
　山本駿次朗著「山脇信徳の生涯」によると、
山脇さんの満州当時の絵は非常に少ないと言
われていますが、私は満州風景の絵を５、６
点、持っています。今から20数年前、高知県
立美術館で私が20点提供して展覧会を開催し
ました。また、今回の展覧会には「伊太利ア
マルフィの海岸」をはじめ７点を提供してい
ます。
（山脇信徳さんの絵の紹介）

◇親睦委員会より
　６月１日、18時30分より得月樓にて新入会
員歓迎会を行います。会費は7,500円、出欠
の締切は23日。
◇幹　事　報　告
・本日18時30分よりザ クラウンパレス新阪急高
知で、現新クラブ協議会を行います。出席
をよろしくお願いします。
◇ワイン会報告
　５月13日㈮、ザ クラウンパレス新阪急ホテル
２階、七福で第３回目が行われた。出席者は
９名。メニューは和牛のアスパラ巻、ホタル
イカのフリットをメインにして９品目。そし

てワインはフランスのスパークリングワイン
を２本、ジョージアのオレンジワイン、そし
てアメリカの赤ワイン２本。中西さんより詳
しい説明を受け、ワインを飲みながら料理を
味わった。スパークリングワインはパーティ
で一番先に飲まれる高級ワイン。オレンジワ
インは珍しい色でユネスコ世界文化遺産に登
録されたことがある力強いワイン。最後のア
メリカワインは、２本とも重いワイン。
　これからもワイン会が続くが、ワインにつ
いて知識とメンバーの皆さんとの親睦も深め
たい。

　コレクターというのは、書画骨董のうち何
を対象として設定するかということが大事で
す。陶磁器、絵画、その他の骨董品とありま
すが、私は絵画を選択しています。ただ、絵
画は非常に偽物が多くありますので、ある程
度の知識と判定眼が必要です。入手経路につ
いても、問題があります。あまりおかしいと
ころから入ってきた物は偽物が多いです。そ
して、資産としての価値としては、世界的な
作家は価値がありますが、それは非常に限ら
れたものです。ほとんどの作家の作品は、生
きているうちは高く取り引きされ、亡くなれ
ば価格は下がります。一般の方は、亡くなれ
ば価格が上がるだろうと思っているでしょう
が、実際はそうではありません。というのは、
作家と交際のある人が作品を求めるとき、交
際を重んじて相手のいう価格で買いますが、
亡くなれば交際もなくなり、ドンと値段は下
がります。絵画の収集をするとき、ここは注
意しておかなければいけないところです。日
本で有名な梅原龍三郎など価格は下がりませ
んが、資産としての価値ということでは見な

い方がいいと思います。
　山脇信徳は日本で一番うまい作家だという
評判があったにも関わらず、死後、その作品
が高知市内で多量に売られて、金銭的に非常
に入手しやすかった時期がありました。さら
に、私は若いころ、山脇さんの弟子といわれ
た浜口富治、黒原和男という画家に大変可愛
がっていただき、その感化を受けたというこ
とがあります。山脇信徳の絵画の良さをいろ
いろと聞いて、これを集めてみようかと考え
たのが、今から50年少し前です。
　山脇信徳さんの本家は新阪急の少し南にあ
りました。明治19年２月生まれ、当時の高知
第一中学校を優秀な成績で卒業。２年後、東
京美術学校（現・東京藝大）に進みます。同
級生に藤田嗣治、田辺　至など有名人が多く
います。
　明治42年、「停車場の朝」という作品で第
３回文部省展覧会で褒状を受けます。その絵
は美術評論家のバーナード・リーチが「モネ
は、この絵よりも、もっとうまい絵を描いて
いるが、これよりも落ちる絵も描いている。

•中平真理子　中西さん、先週のワイン会お
世話ありがとうございました。少し（？）飲
みすぎました。
•山下龍祐　誕生祝いありがとうございます。

•佐野博三　ご清聴ありがとうございました。
•土居祐三　先日、思ってもみなかった仕事
がタナボタで取れたんでニコニコします。
•西山忠利　久しぶりの例会出席です。これ
から暑くなります。30℃越したらゴルフも駄
目。
◇遅刻・早退　２件



●会長／中平真理子　●幹事／西内俊介　●雑誌会報委員／佐野博三・西村美香
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館６階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com

● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
1,124,000円
13,000円

1,137,000円

11,775円
680円

12,455円

1,135,775円
13,680円

1,149,455円

チビニコ 合　計

５月18日
今期の累計
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■高知東ＲＣ当面の日程
６月８日㈬　ロータリー休日
６月15日㈬　委員会活動実績報告
６月22日㈬　委員会活動実績報告
　　　　　　理事エレクト会（例会終了後）
６月29日㈬　最終夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）

■例会変更のお知らせ
高知南ＲＣ　　６月９日㈭　日時計例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月14日㈫　職場例会
高知南ＲＣ　　６月16日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　６月17日㈮　最終夜間例会
高知北ＲＣ　　６月20日㈪　年度末家族合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月21日㈫　最終夜間例会
高知中央ＲＣ　６月23日㈭　夜間例会
高知北ＲＣ　　６月27日㈪　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　６月28日㈫　あじさい夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　６月28日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　６月30日㈭　最終夜間例会
高知中央ＲＣ　６月30日㈭　ロータリー休日

● 出席率報告 ●

５月18日
５月４日

総数
－3 52

出席
39

欠席
7
祭日のため休会

メイク
アップ HC出席率

75％
出席率
85.71％3

ワイン同好会
2022年５月13日㈮　於：七福
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