
 
◎本日の例会 1159 回  2010 年８月 4 日   

卓 話  熱中症について 

 緒方医院  

院長 緒方晴夫氏 

◎前回の例会  1158 回  2010 年 7 月 28 日 

幹事報告 ―――――――――――― 

①地区卓話者リスト更新のお願い、前川ＰＧ年度に作

成の卓話者リストが８年経過をしている為、上野ガ

バナー年度で更新をします。 

 卓話にご協力いただける方はお配りしております、

申請書を事務局までご提出下さい。 

②ロータリー囲碁同好会（第９回）が 10 月 16 日（土） 

 日本棋院会館で行われます。 

③青少年交換来日学生オリエンテーション及び日本語 

 集中研修来日学生・派遣予定学生合同のオリエンテ

ーションのお知らせが届いております。 

 8 月 10 日～25 日、8 月 23 日～25 日 YMCA 東山荘で

行われますのでご参加下さいとの事です。 

④2009-2010 年度中央分区ＩＭの報告書が届いており

ます。 

⑤「入りて学び、出でて奉仕せよ」の例会場前掲示幕 

 紹介のご案内が届いております。 

⑥ＮＰＯ法人としまユネスコ協会から、当クラブ宛に 

 サマーパーティのご案内が届いております。 

■ビジター 

 板橋ＲＣ  平井和成様 

■出席報告 

ニコニコ BOX 

中島会員／暑中お見舞い申し上げます。 

夏本番はこれからです、ご自愛ください。 

稲川会員／外は暑いので、出たくないのですが、早退

します。 

山元会員／遅刻。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ累計 

７月  ８６，０００円 

累計  ８６，０００円   

 
８月のお祝い ◆会員・夫人の誕生日◆ 

 大林 原会員 １５日  鈴木利貞会員 ２８日 

 佐野明三郎会員２９日 

 渡邊孝子夫人  ２日  中嶋偉江夫人  ５日 

 榊原靖子夫人 １０日  廣内芳子夫人 １９日 

 村中静枝夫人 ２５日  坂本喜杏夫人 ２８日 

年間１００％出席表彰 

 浅原英明会員１４年間  中島章皓会員１３年間 

 渡邊裕之会員 ７年間  久保 司会員 ３年間 

 村山圭冶会員 ３年間 

 
会報への寄稿のお願い   （会報・広報委員会） 

多くの会員が分区あるいは地区の各種委員会で活躍さ 

れています。そこで委員会に出席した場合他の会員へ 

の情報提供も含めて簡単で結構ですから例会での報告 

又は事務局へメモを渡していただけると、クラブ活性 

化の一助になると思いますのでご協力の程お願い致し 

ます。 

 
お知らせ 

東京豊島東ＲＣのホームページ並びにメールアドレス 

が８月４日以降下記に変更になります。 

アドレスの変更ご登録をお願い申し上げます。 

変更後 ＨＰアドレス 

URL：http：// www.toshimah-rc.jp / 

変更後 Ｅ-ｍａｉｌアドレス 

           info@ toshimah-rc.jp 

 

会 員 
出席率

参入 
会員数 

出席数 欠席数 出席率 
7 月 14 日分

修正 
出席率 

42 名 39 名 29 名 10 名 74.36% 87.18% 

◎次回の例会 1160 回  2010 年 8 月 18 日  

卓 話  東京スカイツリーの建設 

     株式会社 大林組 建築本部 

     プロポーザル部 

     担当課長 髙木浩志氏 

紹介者  高崎快彦会員 



▼ ８月１１日は特別休会になります。 

▼ 事務局の夏季休暇８月９日（月）～１３日（金） 

 

   

 
 
 
 
 
 

当クラブが創立25周年を迎えるについての参考事例 

台北東海 RC 創立１５周年記念式典の紹介 

久保 司会長 

佐野明三郎直前会長 

 
前号に続く 

東京音楽大学邦楽講師 音楽家 池田万里子様 

《耳から耳へ》盲人に培われた音 

日本における『音楽』の精神的背景 

 
芸道―道徳・宗教と関連をもち、修行を積み『芸』の 

   妙境にたどり着く。 

   『芸』―修練により得た技能 

当道
とうどう

 

・本来は学芸や技芸の専門家により形成された社 

 会組織を示し、中世以降は特に盲人の組織を指

す。 

・盲人の技能者は元来盲僧として宗教組織に属し 

 ていたが、『平家物語』を琵琶の伴奏とともに 

 語って聴かせる盲僧琵琶が成立⇒琵琶法師 

・平曲が芸能として発展し専業化したことにより、 

   宗教組織から独立した自冶的職能集団を結成し 

   『当道』と称した。 

  ・十四世紀中頃、組織の体系化が行われ、検校
けんぎょう

・ 

      別当
べっとう

・勾
こう

当
とう

・座頭
ざ と う

の官位に分け京都にある職屋 

   敷がその事務を執り行った。 

  ・江戸時代には全国的に支配組織が整備され、幕  

   府も盲人保護に取組み費用を負担するのではな 

   く大名家からも募金を集めた。 

  ・地歌・箏曲の専門音楽家も組織に所属し、三療

（鍼術・灸術・按摩）の従事者も参加した。 

  ・明治四年 解散 

八橋
やつはし

検校
けんぎょう

 慶長十九年（1614）？～貞享二年（1685） 

   琵琶を嗜んでいたが、三味線の名手でもあり 

   『三味線八橋流』を開く。 

   また筑紫筝も学んだが、高尚過ぎ大衆の耳に適

しないと感じ、近世筝曲の基盤となった楽器や 

   筝爪の改良、陰音階を基にした調弦を考案し、

箏組歌十三曲や史上初となる筝独奏曲となる『 

   六段の調べ』等の段物を作曲し、近世俗筝の開

祖とされる。（Ｊ．Ｓ．ＢＡＣＨ1685～1750） 

筝―可動式の柱（駒）を有する。 

琴―左手で何かの手段で音程を調整する。 

 

♪夕焼け小焼    中村 雨紅作詞 草川 信作曲 

 一、夕焼小焼けで  日が暮れて 

    山のお寺の   鐘がなる 

   お手々つないで   みな帰ろう 

    からすといっしょに 帰りましょう 

ニ、 子供が帰った  後からは 

    まるい大きな  お月さま 

   小鳥が夢を   見るころは 

    空にはきらきら   金の星 

 
「第 9 回ロータリー全国囲碁大会」のご案内 

 拝啓 暑さ増す中を、貴クラブの皆様方、益々ご清

栄の事とお慶び申し上げます。 

 私ども、囲碁好きのロータリアンで結成するロータ

リー囲碁同好会（ＧＰＦＲ）日本支部は、以下の要領

で「第９回ロータリー全国囲碁大会」を開催いたしま

す。碁盤を通じて交流を図る会ですので、クラブ内の

皆様に大会参加を呼びかけて頂きますようご案内を申

し上げます。 

 大会は上級者（五段以上）、中級者（三段～四段）、

初級者（二段以下）の 3 クラス制の早碁戦です。個人

戦のほか、上級者 2 人の成績によるクラブ対抗戦も行

います。初心者、会員ご家族の参加も歓迎いたします。

また、ＧＰＦＲは台湾、韓国にも支部を持つＲＩ認証

の国際親睦グループ（国際奉仕活動）で、毎年春には 3

カ国の囲碁国際大会も開催しています。ＧＰＦＲ活動

については、上記のホームページをご覧ください。 

大会参加はメークアップになります。    敬具 

                          

〔 記 〕 

日時   2010 年 10 月 16 日（土） 

     09：30 登録受付  10：00 開会式  

 17：00 表彰式 

会場   日本棋院会館（東京・市ヶ谷）１F 

主催   ロータリー囲碁同好会日本支部 

共催   第 2580、2750 両地区（東京２地区） 

ホスト  東京ロータリークラブ 

登録料  6,000 円（昼食代、賞品等含む） 

 大会参加のお申し込みは、氏名、地区、クラブ名、

年齢（女性は不要）、級段位を明記して、所属ロータリ

ークラブを通じて、上記のＧＰＦＲ日本支部宛にＦＡ

Ｘ（０３－３４５２－１６５２）でご連絡下さい。 

参加要領等を返信いたします。お問い合わせ等もＦＡ

Ｘにてお願い致します。 

大会幹事  太田清文（東京ＲＣ）         
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