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荒澤 威彦
新潟県燕市国上（くがみ）の古刹（こさつ）
・国上寺の
本堂外側壁面に設置された“イケメン絵巻”=写真=が思
わぬ波紋を広げている。児童生徒の見学に不適切である
として、燕市教育委員会は６月 26 日付で校外学習や遠
足時に本堂を訪れることを控えるよう通知。燕市文化財
に指定されている国上寺が絵巻設置に伴う原状変更の
許可申請をしていないとして、原状回復を求めた。国上
寺は「絵を外すつもりはない」としており、溝が生じて
いる。
絵巻の名称は「イケメン偉人空想絵巻」で、４月に公
開を始めた。山田光哲住職（52）が、お寺離れが進むな
か、若い世代、特に女性に足を運んでほしいと、美男子
をテーマにした日本画で知られるアーティストに依頼
したもの。
描かれているのは、寺と所縁が伝わる上杉謙信、源
義経、弁慶、良寛、酒呑童子（しゅてんどうじ）の五
人が空想の世界で戯れる姿。本堂の四面に取り付けら
れ、竜の背に乗って遊ぶ様子などのほか、本堂裏側に
は裸で露天風呂に浸かる場面もある。
山田住職は「ケンカをするつもりはないが、文化財
だからといって行政が全部維持や管理をしてくれるわ
けではない。それならば市の文化財から外していただ
いて構わない」と話す。
絵巻の評価については、芸術ですから評価はそれぞ
れでしょう。
そして、こんな批判が多い中、国上寺が始めた炎上
供養。まさに自らを炎上させ、普段の休日は登山者の
車が 20 台くらいの駐車場にこの日は 50 台以上あ
り、本堂にも人が多くいました。こんな山田住職の行
動の良い・悪いは別にして、私は評価したいです。

◆出席：48 名中 35 名
◆前々回の出席率：86.67％（6/24）
◆先週のメークアップ：なし

◆幹事報告

長谷川 直哉 幹事

●大谷ガバナー事務所より
「地区大会記念親睦ゴルフ大会」のご案内
日時： 2019 年 10 月 8 日（火）
会場： 松ヶ峰カントリー倶楽部 （上越市中郷区）
※ 今年度はクラブ参加しません
●ＲＩ第 2560 地区事務所より
①「日本のロータリー100 周年ピンバッジ」について
来年 2020 年に日本のロータリー100 周年を迎えるに
あたり、記念のバッジが製作されました。
※ 全員に配布します
②「国際奉仕フォーラム開催」のご案内
日時：2019 年 8 月 31 日(土)
会場：ホテルハイマート（上越市）
③「青少年交換学生募集要項、ポスター」の送付
※ 掲示のご協力をお願いします

国際ロータリー会長 マーク・ダニエル・マローニー（米国）
第2560 地区ガバナー 大谷 光夫（高田）
第４分区ガバナー補佐 三本 進一（見附）
会 長
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卓 話

7/8 16,000 円 累計 31,000 円
荒澤会長「第１回目の卓話、熊倉さんありがとうございます」
長谷川幹事「本日は熊倉会員卓話を楽しみにしています。
よろしくお願いします」
熊倉君 「本日は久しぶりの卓話当番です。宜しくお願いい
たします」
杉井君 「入会させていただき、ありがとうございます」
田代君 平松君 野崎君 佐藤君
坂井君 渡邉(久)君 木村君 銅冶君
「熊倉高志さん、卓話よろしくお願いします」
永桶君 草野君 渡邊(光)君「BOX に協力します」
西潟君「熊倉さん、卓話楽しみにしています。
BOX にご協力ありがとうございました」

◆臨時理事役員会報告
日時：2019 年 7 月 8 日（月）12 時 15 分～20 分
会場：三条信用金庫 3 階ロビー
出席：14 名中 10 名
議事１．職業分類の変更について
……承認
議事２．100 周年バッジの購入配布について
………承認
▶ 職業分類変更：馬塲信彦君「出版社」▷名古屋
豊君「市議会議員」▷杉井旬君「県議会議員」
▶ 日本のロータリー100 周年バッジ：
会員全員分を購入し、配布いたします

熊倉 高志 会員

新しい気づき 2 -建築的発想から週報原稿文字数が少なくなったとのことで、例会時
のお話に少し変化をつけてまとめることとします。最
初の卓話からは 15 年ということに驚いていますが、
同じテーマのバージョン 2 で話してみようと思いま
す。
私の生業である、建築設計の仕事は 3D ということ
ばにも知られるように、空間即ち 3 次元の世界です。
仕事の手法は様々ですが、私は常々この次元という概
念に興味を持っています。前回の卓話では、かくれた
次元という本の話もしました。
この 3 次元に時間の要素が加わることで 4 次元と
なるわけですが、日頃から、この 4 次元の設計を心掛
けている方は少ないようです。
物事の発想も点から線へ、線から面へと発展させて
いく手法に、この多次元の考えを取り入れることは有
効です。このことは卓話で述べた、俳句に関わる二十
四節気のはなしや、禅（仏教の歴史）や西洋の他宗教
のなりたちにも派生させることで、次なる次元を探す
きっかけにもなります。新しい気づきにつなげていた
だければ、幸いです。

委員会報告
米山奨学委員会 平松 修之 委員長
「新会員・梨木さん、杉井さんの入会を祝して、
米山 BOX・財団 BOX を回します」
それぞれ 2,000 円ずつのご協力をお願いします。

今後の予定
7 月 29 日（月）大谷光夫ガバナー公式訪問
（
「ロータリーの友」6 月号 34 ページ参照）

新会員紹介
すぎい

杉井

ひとし

旬 さん

（県議会議員）
杉井ひとし事務所
三条市塚野目 2-8-25 TEL/FAX 47-6122
趣味： 読書

【会場変更】於：三条ロイヤルホテル
12：25 着席
12：30 来賓入場～開会点鐘
13：30 記念撮影・休憩
13：45 クラブ協議会
14：45 終了
※欠席のご連絡は当日午前 9：40 までに事務局へ
それ以降はロイヤルホテルへお知らせください
※ネクタイ・上着着用でご出席ください
※ロータリーバッジ、地区バッジをお付けください

8 月 5 日（月）夜例会：納涼例会
【会場変更】於：嵐渓荘

近隣 RC 例会変更

※記帳ができます
7 月 25 日（木）燕 RC （移動例会）
7 月 30 日（火）三条北 RC（休会）
7 月 31 日（水）三条 RC （夜例会）

