
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 1508回 （本年度第 3回）例会 

令和 3年 8月 5日（木） ZOOM併用例会 
 

点  鐘  宮崎 玲児 会 長 

司  会   下條恵理子 会場監督 

斉  唱 「君が代」「奉仕の理想」 
 

会員出席報告  

 
欠席者：菅野会員、坂本会員、坂口会員、髙木会員、高瀬会員 
    上野会員、 

 

お客様紹介 

☆市川会員ゲスト 阿部 央 様  

☆米山奨学生 エンクトル ビルグーン様 

 

会員お祝い  

おめでとうございます♪ 
江口   進  会員  

神林 久雄 会員 

髙木謙太郎 会員 

 

米山奨学金贈呈  
 
 

 
会員卓話 徳安 久是会員 
 

 コロナ感染拡大の影響下の 

中ですので外部からのお客様 

をお招きするのを控え、当面 

の間新入会員卓話、及び会員 

様の様々な活動を新たな一面 

としてクローズアップしてい 

きたいと思います。 

 今回は私、徳安が 1978年よ 

り 43年間続けております「生 

け花」の世界を「午後の癒しの 

ひと時」と題しスライドを見な 

がらご紹介させていただこうと 

思います。 

 現在、神奈川華道連盟理事、川崎市茶華道協会の副

理事を務めており、慶応大学慶応女子や千代田区・鎌

倉・武蔵小杉都等で講師として指導もしております。 

 元々生け花の起源としましては室町時代中期に京

都六角堂のご住職であった池坊専慶による仏前に飾

る供花から始まっていると言われています。大変珍

しい形の物を活けていると聞きつけた武士が是非見

せて欲しいという事から、お客様を招き多数の供花

を披露したところ大変な評判となったというのが発

祥と言われております。 

 また発展の段階で神道とも融合し、そこに神様が

招かれ宿られる「神の依り代」という感覚も芽生えて

まいります。その代表的な物としてお正月の「門松」

があげられます。 

 ここからはスライドを見ながら生け花の世界をソ

フトにご紹介していこうと思います。 

(ご紹介いただいた歴史的な物・古流・前衛的で新し

い物等 30点以上の中から一部抜粋) 

 

高さ 3メートル幅 7メー 

トルある作品で一千万円 

かけて 2012年に復元され 

た。大砂物と言われる分 

類で作は池坊。1549年に 

前田利家公が豊臣秀吉公 

をお招きしたときに使われたお迎え花。 

 

 江戸時代の屏風図 

床の間の前段である「押 

板」を飾った。当時のお 

花の形を現代に伝える。 

 

 お堂にて行われた日中 

平和友好条約締結 40周年 

記念式典。 

主催者側として徳安会員 

がプランニングし中国大 

使をお招きした。 

複数の桜を使用しており 

見る角度によって色や趣 

を変える表情豊かな作品 

となっている。 

 

 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２６名 １７名 ９名 ７３.９１％ 

前々回(７月１日) 欠席 8 名 Make up 0 名 ７８.２６％ 

 

KAWASAKI NAKAHARA R.C. WEEKLY／2021～2022 
 

 

 川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 第１木曜日 PM12:30～ 第３木曜日 AM7:15～ TEL:044-711-8855 
 

 

 

会長・宮崎 玲児  幹事・江口 進 会場監督・小林 正樹 会報委員長・神谷 直  

事務所・〒211-0063 川崎市中原区小杉町 3-70-4 ホーユウパレス武蔵小杉 104 
TEL.044-722-7282 FAX.044-722-0066 E-mail:info@nakahara-rc.com 

 

『奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために』 Serve to Change Lives 

ＲＩ会長 シェカール・メータ 第２５９０地区ガバナー 小倉 正 



 

 

 

 

 

 

 

 

 第一回神奈川県庁祭に   川崎駅地下街アゼリ 

て重要文化財前に徳安会  アに展示された紅葉を 

員が活けられたお迎え花  テーマにした作品。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お師匠である石川龍先生   誰もいいと言ってく 

から唯一褒められた最初  れない私の最高傑作と 

で最後の作品と笑って話  こちらも笑ってご紹介 

す思い出の作品。     された独創的な作品。 

 

 

ニコニコ報告      
◆宮崎玲児会長・江口 進幹事 

7 月 15 日の中原中学校の職業講話の様子が、タウン

ニュースで紹介されました。また、学校よりお礼の連

絡と感想文をいただいております。 

本日は阿部 央様、エンクトルビルグーン様ようこそ

おいで下さいました。 
 

◆市川功一会員 
 阿部さん、本日は当クラブ例会にご参加いただきあ

りがとうございます。例会をお楽しみいただければ

幸いです。 
 
◆SAA一同 
連日の猛暑の中、会員皆様お体には十分ご自愛くだ

さい。徳安会員、本日卓話よろしくお願い致します。 
 
◆親睦委員会一同 
今年度、親睦会員として精一杯やりたいと思います。

よろしくお願いいたします。 
 
◆「みんなニコニコ」 

Ｍｒ.ＳＵＺＵＫＩ会員・藤村 伸一会員 

神谷  直会員・小泉 正博会員・神林 久雄会員 

江口  進会員・徳安 久是会員・内藤 松雄会員 

会長報告 宮崎 玲児 会長（８月１９日） 
 
１．臨時 第 2グループ会長・幹事会をハイブリッドに

て開催いたします。（幹事クラブ：中原 RC） 

  2021年 8月 30日（月）16：00から   

ＺＯＯＭ および ホテル精養軒 1階 
 
２．中原区民祭実行委員会より、新型コロナウイルス感 

  染症の拡大防止と区民の皆様の健康と安全を第一

と考え、残念ではありますが、第 43回中原区民祭

開催中止のご連絡が届いております。 
 
３．中原中学校の生徒さんから届いた職業講話の感想文 

 今週も回覧させて頂きます。 

講話者：大羽会員、下條会員、上野会員へは、 

回覧後にお渡しいたします。 
 
幹事報告 江口 進 幹事（８月１９日） 
 
１．地区からの来信 

①クラブ米山記念奨学委員長会議開催のご案内。 

 日時：2021 年９月１０日（金）15：00～17：00 

 場所：ソシア２１ （新横浜駅よりシャトルバス 3 分） 

※オンライン（ZOOM）での視聴も可能   

出席依頼：米山記念奨学委員長 
 
② 地区より「ロータリー日本 100 年史」を、各クラブ

に 1 組 寄贈頂きました。 
 

２．他クラブ例会臨時変更  

●川崎大師 RC  

8 月 18 日・25 日(水) 緊急事態宣言により休会 

●川崎麻生 RC  

8 月 20 日・27 日(金) 緊急事態宣言により休会 
 

３．2021-22 年度活動計画書をお送り頂きました。 

川崎宮前 RC  回覧いたします。 
   
４．９月２日(木)例会前 11：00 より、 

９月の定例理事会を開催いたします。 

  理事・役員各位のご出席をお願いいたします。 
 
５．次回例会は、９月２日(木) 点鐘 12：30  

上野境介会員の入会卓話を予定しております。 

 

 東京五輪・パラリンピックのメダリストに副賞とし

て贈られるビクトリーブーケには被災地からの感謝の

気持ちが込められている。 

 

 

 

 

 

 

 

「復興のシンボル」として被災地の各地に植えられてい

るヒマワリ（宮城県産）やトルコギキョウ（福島県産）、

リンドウ（岩手県産）、ナルコラン（福島県産）。パラリ

ンピックではヒマワリの代わりにバラ（宮城県産）が使

用される。 

都倉八重子会員は、競技会場で最終チェックをし、 

トレーに並べ表彰式に送り出す任務を遂行中との事。 

ニコニコボックス 本日 12,000 円 累計 41,000 円 

記念日ニコニコ 本日 10,000 円 累計 10,000 円 


