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橋元　隆
本日は少林寺拳法の話しを少々させ

ていただきます。
私事ではありますが、今年３月 28 日

に少林寺拳法の６段を取得いたしまし
た。皆様は少林寺拳法といいますと、
突いたり、蹴ったりするだけの武道だ
と思われるのではないでしょうか。少林寺拳法には
剛法と柔法という技が 200 以上あります。

少林寺拳法は 1947 年、敗戦による混乱の中で「真
の平和の達成は慈悲心と勇気と正義感の強い人間を
一人でも多く育てる以外にない。」と確信した開祖で
ある 宗道臣 により、人づくりのための“行”として
創始されました。開祖の心と技を継承し、2006 年に
は登録会員が 150 万人、世界 31 ヵ国に支部を置くま
でに普及しています。

先ほど申し上げましたように、少林寺拳法には剛法
と柔法があります。剛法は、突く、蹴るですが、柔
法には、投技、逆技、固技、締技 等があります。要
するに少林寺拳法は護身術であります。

息子と娘も幼少期より少林寺拳法をし、２段まで
取得しました。護身術という意味では、娘が大人に
なり東京に遊びに行った際、電車の中で痴漢にあい

ました。その際、小柄な娘が大きな男を少林寺拳法
の固技で成敗したということがありました。女性で
も気軽に出来る武道でもあるということです。

余談ですが、その後、娘はキックボクシングでプ
ロの格闘家になりました。

少林寺拳法の教えに“自己確立” と“自他共楽”と
いうものがあります。自己確立と自他共楽とは釈尊の
正しい教えからきています。自己確立の教えは、ま
ずは自己を確立させて正義感や慈悲心を身に付けな
いと、他人を助けることも出来ないということです。
自他共楽とは「半ばは自己の幸せを、半ばは他人の幸
せを」という開祖語録があります。これは「自分だ
けではなく、他人の幸せも願いなさい」ということで、
自己確立が出来ていなければ、他人も幸せには出来
ないということです。ですが、私自身それが出来てい
るという自信はありません。生涯修業が必要だと思っ
ております。

ロータリーのＲＩ会長テーマである「奉仕しよう。
みんなの人生を豊かにするために」と、今年度の鹿
児島中央ＲＣのテーマ「愛をもって行動し、実践し
よう！」と通ずるものがあります。今後も自己確立
に努めながらロータリー活動に励んでいきたいと思
います。　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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ゲスト卓話「鹿児島の美術資源」ゲスト卓話「鹿児島の美術資源」

気ままな美術館　館長　月野　浩二

　きょうは、皆さんが知っているよう
で、意外と知らない鹿児島の美術の系
譜についてお話をしたい。室町時代末

期の画聖で水墨画を興した雪舟の一番弟子は秋月等
観という薩摩の武士だった。雪舟は明に渡って水墨
画を学んだ禅僧だが、一緒に留学していたのが薩南
学派の開祖　桂庵玄樹で、そういう縁があったのか
もしれない。ともあれ、雪舟派の水墨画は秋月を中
心とする薩摩の画人が支えた。
　安土桃山時代には、ザビエルが鹿児島に渡来してく
るのだが、その時に西洋の油絵が日本にもたらされる
ことになる。同時に、ザビエルによる日本への布教

の話がヨーロッパに伝わって「鹿児島の奇跡」とい
う作品が描かれた。現在ルーブルに収蔵されている。
江戸時代には、狩野派に木村探元が現れ、多くの名作
を遺す。探元の作品の素晴らしさは、「みごっ！探元」
という言葉が生まれるほど有名だった。江戸末期に
なると斉彬の先見性が際立つ。日本の最古の写真は
斉彬を写したもので、国の重要文化財として尚古集
成館に収蔵されている。また薩摩切子を完成させた
のも斉彬だ。
　明治維新は美術に関しても大きな変革をもたらし
たが、その中核を担ったのが薩摩出身の黒田清輝、藤
島武二、和田英作だ。パリで印象派の明るい色彩な
どを学んだ黒田が東京美術学校に持ち帰り、西洋画
科を創立したときに、藤島と和田は助教授という形
で参画している。鹿児島はほかにも多数の芸術家を
輩出してきた。

会員卓話「新入会員自己紹介」 ロータリー財団月間11月



ロータリーソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２
ゲスト紹介：卓話ゲスト＝

気ままな美術館　館長　月野　浩二（つきの　こうじ）様
会長の時間：会長　橋元　隆君
認証状伝達式：ベネファクター　中原　勲君
誕生日お祝い： 重久　善一君（2 日）、福山　泰広君（10 日）、

岡部　龍一郎君（18 日）、松元　まや君（19 日）、
池畠　泰光君（25 日）

結婚記念お祝い： 丸元　貞夫君（3 日）、大迫　哲也君（3 日）、
西川　義久君（11 日）

会務報告：幹事　下村　哲也君
１）本日の配布①週報　②月信　11 月号　　
２）RCC 例会　11：00 ～　場所：リンクビル９階
　　11/7（日）　指名出席者　→　岡部・小笹　各会員　
３）本日　定例理事会開催　　例会終了後　　於：社交室
４）次週　11/ ８（月）例会プログラム　
　　　・会員卓話 = 「新入会員自己紹介」　宇井　英信君、

小濱　愛斗君

　　　・友の見どころ＝広報雑誌・IT 委員会
　　次々週　11/15（月）　
　　　・ ロータリー財団フォーラム　創立 45 周年記念社会

奉仕プロジェクト贈呈式
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：ゲスト紹介 = 丸山　健太郎君
　　　ゲスト卓話＝気ままな美術館館長　月野　浩二様
　　　　　　　　　「鹿児島美の資源」

次回例会　令和３年11月15日（月）

ロータリー財団フォーラム
創立45周年記念社会奉仕プロジェクト贈呈式
出席率 会員数 出席数 出席報告

第2026回例会 54名 30名 63.83%
前々回（10月18日）の補正 53名 34名 73.92%
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本日の曲目：ジュピター・カヴァレリアルスティカーナの間奏曲・里の秋 演奏：入来慶子

●橋元　隆君・下村　哲也君／本日は、気ままな美術館、
館長　月野浩二様、ようこそ鹿児島中央 RC にお越しいた
だきありがとうございます。卓話楽しみにしております。
よろしくお願いします。
●丸元　貞夫君／結婚祝、有難う御座居ます。東京オリン
ピック直後の昭和 39 年 11 月３日でした。今回で 57 回目に
なります。永く続いたものですね。60 回、70 回に向けて頑
張ります。
●本坊　修君／白梅学徒隊の慰霊碑の周辺が整備されまし
た。多くの寄付が集まり良かったです。
●池畠　泰光君／今年は６回目の年男を迎えて意気揚々と
良き年になると思っていたが、コロナの影響で観光や催事
等も無くて淋しかったけど、身体の方は健康で過ごすこと
が出来て良かったです。これからも皆に迷惑を掛けない様
に過ごして行きたいと思っています。

●松元　まや君／おたん生日お祝いありがとうございます。
40 代最後の年、楽しみたいと思います。
●丸山　健太郎君／きょうのゲスト卓話は気ままな美術館　
館長の月野浩二（つきの　こうじ）さんに、芸術の秋にちな
んで、知っているようで意外と知らない鹿児島の美術の系譜
についてお話いただきます。よろしくお願いいたします。
●大迫　哲也君／結婚祝いただきありがとうございます。
早いもので 35 年経ちます。子育も終え、今後は、二人仲良
くしていきます。
●福山　泰広君／誕生祝いありがとうございました。来週
が本番ですが、この祝いを自宅に持ち帰ることで忘れられ
ることがない事を祈るばかりです。
●ラウンドテーブル　米山奨学委員会／ 10/25 ラウンド
テーブルを開催しましたのでスマイルします。参加者は、
橋元、下村、尾辻、池畠、宇都、平山、田中、川路、加島、
田實、小笹、福山です。

11月１日のスマイル　小計 30.214円　2021〜2022年度　累計 220.638円

定例理事会議事録定例理事会議事録
議　題
1） 11・12 月例会プログラム及び

行事予定（添付資料）… 承認。

2）会計報告（別紙明細）　　
　① 11 月度試算表について
　　………………………… 承認。
3）12/5 忘年家族会について
　①会費
　　１人　6,000 円　（小学生以上は会費を徴収する。） … 承認。　
　②参加対象
　　→例年通り、会員の家族（子ども含む）も参加可とする。
　③提供品
　　→例年通り、会員より協賛を募る。
4）次期理事役員について
　　→田中副会長より、進捗状況の説明あり。
5）創立 45 周年記念誌について

　→ 直前会長・幹事、現会長・幹事・副会長（次期会長）・副幹
事（次期幹事）、及び川路会員により実行委員会を結成の上、
過去 5 年間の業績をまとめて編纂することを承認。

　　 また、クラブ例会にて祝賀会的なものを行うことを検討す
ることを承認。

6） 特定非営利活動法人かごしま子ども芸術センター活動支援に
ついて（添付資料）

　→ クラブから直接の寄付は行わないこと、及びクラブ例会等
にて紹介することを承認。

7）米寿祝いについて
　→ 対象会員の誕生日以降にコロナ禍の状況も踏まえながら開

催することで承認。
8）職業奉仕賞候補者推薦について（添付資料）
　　　授賞式　令和 4 年 1 月 31 日（月）　
　　→会員に候補者を募ることを承認。
9）その他
　①次回理事会について
　　令和 3 年 12 月 6 日（月）　　　例会終了後　　於：社交室
　②米山奨学会寄付について（報告）
　　10 月分スマイル 88,000 円　全額 11 月中に寄付致します。

会議名
場　所

定例理事会
社交室

日　時 令和3年11月 1日（月）
例会終了後　

出席者 橋元　隆・田中和俊
下村哲也・松元まや
高岡和也・小福田博
宮脇謙舟・吉田健朗
栫浩多郎・丸山健太郎
竹添　寛・加島　繁

欠席者 坂元　直人

　このころ、鹿児島出身の松方正義の息子・幸次郎
が、日本の画家に本物の美術をみてもらいたいとい
うことで、西洋絵画 3000 点、浮世絵 8000 点を集めた。
これが松方コレクションだ。浮世絵の散逸を防いだ
だけでなく、世界でも質の高いコレクションを残し
てくれたというのは、誇るべき薩摩の血脈だ。 ベネファクター

中原　勲 君
結婚記念日お祝い誕生日お祝い


