
　

◦日本画とは
水墨画や、浮世絵だけではない。
明治時代に西洋画に対してつくられた言葉で、今日にお
いては主に板、麻、絹などの基底材に筆で墨や顔料を用
いて膠で接着して描くものを指す。

◦画材と制作過程
パネル・和紙・絵の具・膠・筆・胡粉他を使って描く。

◦私が日本画を始めたきっかけ
東山魁夷と上村松園との出会い。
松園の絵の魅力は絹本に描かれたぼかしと隙がない線。
しかも艶っぽい。この線を引けるのは彼女だからこそ。
速水御舟作・炎舞は中学生の教科書にでてくる名作。恵
比寿にある日本画専門の美術館山種美術館が所蔵してい
る。平塚市美術館の館長・草薙奈津子さんはこの美術館
の元学芸員。
伊藤若冲は徹底的な細密描写が持ち味。観察眼には目を
見張るものがある。

◦自分の作品について
母校の閉校記念画『生命を刻む』。巨樹を一人の人間の
成長として象徴的に表現した。生きることは何かと考え

続けて生まれた作品。平塚中等教育学校の正面玄関入口
に常設展示されている。

◦本物に触れる事の大切さ
鑑賞のしかた。
見え方による絵の変化に気づく。

◦最近の活動について
地元での個展―水彩と日本画―
平塚市美術館でこの秋「横山大観の富士展」がある。美
術館と公民館の共同事業に講師として参加予定。

　後　藤　真由美　様
1982年　石川県生まれ
2005年　武蔵野美術大学日本画学科卒業
2002年　９人展(青樺画廊&KEYギャラリー・銀座)
2004年　霧島アートの森(鹿児島県)絵画・映像作品展示
2006年　ONE KOREA(代々木公園)展示
　　　　スカイパーフェクトTVにて制作模様放映
　　　　個展－小田原の名所－(小田原商店街)
2008年　個展－華－(柴田悦子画廊・銀座)
2010年　個展－何処へ－(平塚市美術館・市民アートギャ

ラリー) 
　　　　「空間+視線」(吉田町画廊・横浜)
2011年　New Year Show 2011(木の葉画廊・日本橋) 
　　　　東日本大震災チャリティーオークション展（ギャル

リー志門・銀座)第16回 「湘南女流画展」(梅屋・
平塚)

　　　　Session－宴ENII－(The Art Complex Center Of 
Tokyo・新宿)

2012年　個展－Eyes－(柴田悦子画廊・銀座)
2013年　第１回三十路式に出展 ( ホテルサンライフガー

デン・平塚 ) 山本冬彦が選ぶ若手作家小品展
( ギャラリー枝香庵・銀座 )

2014年　BEAUTY ART COLLECTION展示(Velours青山) 
2/28

　　　　神奈川県立大原高等学校 完校記念画制作（平塚
中等教育学校所蔵・正面玄関常設展示）3/1

　　　　平塚市倫理法人会・経営者モーニングセミナー・
講話 3/28

　　　　個展－水彩と日本画－(元麻布ギャラリー平塚)
　　　　靖国神社・第68回みたままつり 懸雪洞 奉納
受賞歴
2010年　第21回臥龍桜日本画大賞展入選
2011年　第29回上野の森美術館大賞展入選
2013年　第63回湘南ひらつか織り姫
その他
　　　◦現代アートパフォーマンス集団 「東京モダン

アート娘。」のメンバーとして ITV24（インター
ネットテレビ）、GEISAI（六本木ヒルズ・ パシ
フィコ横浜）等に参加出演。 

　　　◦平塚市在住
　後藤真由美オフィシャルホームページ
　http://mayumi-goto.com/

第２９５５回例会　２０１４年７月２４日　グランドホテル神奈中　週報第２９５５号

日本画家（第 63 回湘南ひらつか織り姫）
後　藤　真由美 様

日本画について                                       
日本画家（第63回湘南ひらつか織り姫）

後　藤　真由美　

＜出席報告＞

本日の卓話者ご紹介

 卓 話

卓話者プロフィール

本　日  7月24日 会員数  59名 対象者  55名 出席者  43(40)名 出席率  74.14％
前々回  7月10日 会員数  59名 対象者  55名 出席者  44(41)名 出席率  75.86％ MUP  2名 計  46名 修正率  79.31％



＜委員会報告＞
◦親睦委員会　委員長　小野　学会員
　『花火大会見学家族』のご案内
　日　時：8/22（金）　
　　　　 18:00 点鐘（事務連絡後引続き家族会）
　　　　 19:00～20:00　第64回湘南ひらつか花火大会見学
　場　所：サン・ライフ本社ビル　
　　　　　５F（例会・お食事）　７F（屋上展望場）
　会　費：会員は全員登録  （\3,000）
　　　　　ご家族……大人　\2,000
　　　　　　　　　　子供　\1,000（小学生以下）
　　　　　　　　　　食事なしの幼児は無料
　　　　　ご友人……\2,500
　＊準備の都合上 8/7（木）までに FAX・メールにてご

返信お願いいたします。

＜会長の時間＞
◎13-14 年度にロータリー財団恒

久基金に寄付をいただきベネ
ファクターとなりました飯塚
和夫会員の表彰を行います。

＜幹事報告＞
◎2015-16 年度財団補助金管理セミナー開催のお知らせ
（補助金申請希望クラブ）

　日　時：8/23（土）　13:00 ～ 17:00
　場　所：第一相澤ビル６F「会議室」
　＊８／１１まで
　＊対象者……常盤会長エレクト・高橋建二幹事ほか　

次年度財団、奉仕プロジェクト委員長
◎麻薬撲滅キャンペーン啓発資材手配希望受付開始
　＊例年緑化まつりで配布している資料です。
◎【高校生奨学金】募集について（◆ロータリアンの親
族は支給対象外）
2015-16 年度から、第 2780 地区（川崎・横浜を除
く神奈川県全域）では、高校生を対象とした奨学金制
度を創設しました。健全な精神と勉学などに優れた将
来性のある高校生に、更なる自己研鑽に励まれるため
の奨学金支給制度です。

　＜支給期間・方法＞　奨学金は１年生を対象に選抜、
２・３学年の２年間支給

　＜負担割合＞　支給総額 24 万円……地区補助金より
16 万円／クラブ拠出金８万円

　＜支給人員＞　１～９グループの各グループより毎年
１名

◎【青少年交換】学生募集を開始しました。（◆ロータ
リアンの子弟でも応募資格あり）

１）派遣国、派遣期間及び派遣人員：
アメリカ、カナダ、ブラジル、台湾、ロシア、
スウェーデン、フランス 
2015 年８月～ 2016 年８月　計９名予定 

２）応募資格：現地到着時に 15 歳～ 18 歳未満の高校
生です。（日本国籍であること） 

３）募集締切日：各クラブ内―2014 年 10 月 13 日（月）
最寄りのロータリークラブ（クラブで面接後、
地区へ提出） 

４）提出書類：応募する学生が通う学校またはお住まい
の近くのロータリークラブへ 

（志願書２部、学校の推薦状１部） 
ロータリークラブから第 2780 地区へ 

（志願書１部、学校の推薦状１部、確認書１部） 
--- 選考試験の概要 ---- 

【第１日目 ･ 筆記試験】 
作文、聞き取りを含む英語、数学、国語の筆記試験 

2014 年 11 月 15 日（土）12：30 ～ 
【第２日目 ･ 面接試験】 

簡単な英会話を含む面接 
2014 年 11 月 16 日（日）　９：00 ～ 

【試験会場】 
藤沢駅南口（第一相澤ビル　５階、６階　会議室） 

青少年交換学生は、国際ロータリーの青少
年交換プログラムに基づき、青少年を一定
期間外国のロータリアン又はロータリーの
選んだ家庭に預かっていただき、その家庭
の一員として過ごします。
現地の学校に通学してその国の国語を習得す

ることは勿論、これらの生活を通じて風俗、習慣、文化を
見聞しながら国際理解と親善を推進する人となる、すなわ
ち善意と国際理解のあるロータリー親善使節であります。
当地区では毎年約８～ 10 名の高校生を海外へ派遣し、
又８～ 10 名の高校生を海外から受入れています。 

＜新会員紹介＞
㈱NTT 東日本－南関東　神奈川事業部
平塚営業支店長　
   北本　省三（きたもと　しょうぞう）様
生年月日：昭和 37 年（1962 年）
　　　　　寅年　射手座　血液型：Ａ
　　　　　（性格診断にはあまり根拠はないそうですが…）
出 身 地：兵庫県明石市
現 住 所：横浜市
家族構成：妻
　　　　　長女（高校１年生）
最終学歴：慶應義塾大学商学部（昭和60年３月卒）
勤 務 歴：昭和60年　日本電信電話株式会社（ＮＴＴ）入社
　　　　　平成23年　ＮＴＴ東日本　西湘支店長
　　　　　平成25年　ＮＴＴ東日本　湘南支店長
　　　　　平成26年　現職
ロータリー歴：小田原ＲＣ（2011.7 ～ 2013.6）
ロータリー歴：藤　沢ＲＣ（2013.7 ～ 2014.7）
趣　　味：スポーツ観戦・応援
　　　　　北方謙三（きたかたけんぞう）さんの歴史小

説を読むこと
好きな言葉：脚下照顧（きゃっかしょうこ）

「他に向かって理屈を言う前に、まず自分の
足元を見て自分のことをよく反省すべき」と
いう意味ですが、ＮＴＴ入社時に言われ続け、
いまだに頭に残っています。

＜メークアップ＞　　　　　２名
　　　　　　　　　　　　　杉山善弥・小野　学　会員

＜本日のスマイル＞　　　１６名

＜ゲスト＞　　　　　　　　１名　後藤真由美様（卓話者）

＜ビジター＞　　　　　　　０名　

＜卓話・行事予定＞
８月　７日（木）　入会記念卓話　岩津雅晴会員
　　１４日（木）　休会（定款による）
　　２１日（木）→２２日（金）
　　  　『第 64 回湘南ひらつか花火大会』見学家族例会
　　　　　　　　時間：18:00 ～ 20:00
　　　　　　　　場所：サン・ライフガーデン本社ビル
　　２８日（木）　横浜ビー・コルセアーズ　高橋　進様

    「バスケットの聖地　平塚と BJ リーグの魅力について」
９月　４日（木）　公益社団法人平塚青年会議所
　　　　　　　　　　理事長　宝蔵寺　賢様
　　　　　　　　　　　「JC の活動とまちづくり」

平塚ロータリークラブ 
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◎【高校生奨学金】募集について（◆ロータリアンの親族は支給対象外） 

  2015-16年度から、第 2780地区（川崎・横浜を除く神奈川県全域）では、高校生を対象とした 

奨学金制度を創設しました。健全な精神と勉学などに優れた将来性のある高校生に、更なる自 

己研鑽に励まれるための奨学金支給制度です。 

＜支給期間・方法＞ 奨学金は 1年生を対象に選抜、２・３学年の 2年間支給 

＜負担割合＞ 支給総額２４万円・・・地区補助金より１６万円／クラブ拠出金８万円 

＜支給人員＞ １～９グループの各グループより毎年 1名 

 

◎【青少年交換】学生募集を開始しました。（◆ロータリアンの子弟でも応募資格あり） 

１）派遣国、派遣期間及び派遣人員： 

アメリカ、カナダ、ブラジル、台湾、ロシア、スウェーデン、フランス  

２０１５年８月～２０１６年８月 計 9名予定  

２）応募資格  ：現地到着時に１５歳～１８歳未満の高校生です。（日本国籍であること）  

３）募集締切日：各クラブ内―２０１４年１０月１３日（月） 

最寄りのロータリークラブ（クラブで面接後、地区へ提出）  

４）提出書類  ：応募する学生が通う学校またはお住まいの近くのロータリークラブへ  

（志願書２部、学校の推薦状１部）  

ロータリークラブから第 2780地区へ  

（志願書１部、学校の推薦状１部、確認書１部）  

--- 選考試験の概要 ----  

【第１日目･筆記試験】  

  作文、聞き取りを含む英語、数学、国語の筆記試験  

   ２０１４年１１月１５日（土）１２：３０～  

【第２日目･面接試験】  

  簡単な英会話を含む面接  

２０１４年１１月１６日（日） ９：００～  

【試験会場】  

   藤沢駅南口（第一相澤ビル ５階、６階 会議室）  

 

 

青少年交換学生は、国際ロータリーの青少年交換プログラムに基づき、青少年を一定 

期間外国のロータリアン又はロータリーの選んだ家庭に預かっていただき、その家庭の一 

員として過ごします。 

現地の学校に通学してその国の国語を習得することは勿論、これらの生活を通じて風 

俗、習慣、文化を見聞しながら国際理解と親善を推進する人となる、すなわち善意と国 

際理解のあるロータリー親善使節であります。 

当地区では毎年約８～１０名の高校生を海外へ派遣し、又８～１０名の高校生を海外 

から受入れています。  

 

＜メ ー ク ア ッ プ＞

＜本日のスマイル＞

＜卓話・行事予定＞

＜市 内 例 会 変 更＞

＜幹事報告＞

＜ゲ 　 ス 　 ト＞

＜ビ　ジ　タ　ー＞

＜会長の時間＞

＜委員会報告＞

新会員紹介

クラブ会報委員会　　◎日坂泰之　　○中村　豊　　杉山幹生　　西村裕子　　鈴木條一　　粟野　裕

平塚北  8/  5 ㈫  納涼家族親睦会（移動）
 8/12 ㈫  休会（定款による）


