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◆開会の宣言並びに開会のゴング 

 定刻、本例会実行委員であるL吉川敦の発声により、

会長L上野が開会の宣言をし、ゴングを鳴らしました。 

 

 

 

 

 

 

 

◆国旗に対し礼 

◆国歌斉唱 

◆ライオンズの誓い L水野寿人 

◆ライオンズクラブの歌（１番のみ） 

 

◆会長挨拶 

 こんばんは。先月の10/27～29に台北市明徳獅子会

CN41周年記念式典を訪問してまいりました。メンバー

はL斎藤靖人、L入山毅士、L村手誠、L杉山信子、元太

閤LCの宇都宮美智子さんの6名です。 

 昨年CN40に伺った時に当時私と同じ第一副会長で

あったL楊國榮が体調を崩されていて心配しておりまし

たが、体調を良くなり元気になられた姿を見る事でき

ました。 

 3日間、観光･式典訪問･アクティビティ(台湾エビ釣

り等)･グルメと楽しい時間を過ごす事ができました。 

 

◆議事審議事項  

1)クリスマス例会(12月第2例会)予算の件 

2)第1回クラブ単独献血ACT決算の件 

3)薬物乱用防止教育認定講師養成講座決算の件 

4)その他 

 

◆報告事項 

1)会員増強特別例会(11月第2例会)について 

 7名のゲスト参加となっております。たくさんの方を

お誘いいただきありがとうございます。入会していた

だけます様、頑張ります。 

 

 

例会報告 

2016年11月2日(水) 18:00～19:30 於：名古屋マリオットアソシアホテル  

第 1045回例会    

 

 出席者数：25名 ファイン・ドネーション：¥156,000- 

2)台北市明徳獅子会訪問報告 

 会長L上野より報告がありました通り、台北市明徳獅

子会CN41周年記念式典に6名で訪問してまいりまし

た。九份・十份観光、夕方に天燈揚げをしました。夜

空に上がる天燈はとてもきれいです。 

 台湾101・鼎泰豊の小籠包などグルメも堪能し、夜

のエビ釣りは大変楽しかったです。次回からも観光の

アクティビティに加えると良いと思います。 

 CN41周年記念式典の後、会長L上野と一緒に明徳獅

子会メンバーに日本でいう高級クラブのお店に連れて

いっていただき、飲めないお酒をたくさん飲まされま

した。L入山とL村手が逃げてしまったので、その分も

飲まされる事になってしまいました。 

 

3)LCIF$1000献金について 

 11/2の時点で10口の申し込みをいただいておりま

す。ありがとうございます。 

 

4)国際平和ポスターコンテストについて 

 名古屋中村LCの最優秀賞は日比津中学校の秋田真菜

さんです。ご本人、保護者の方、校長会会長を、12月

第1例会に招待する事になっております。 

 

5)第1回クラブ単独献血ACT報告 

 メンバー皆様のご協力のおかげで目標を達成する事

ができました。ありがとうございます。来年5月の第2

回クラブ単独献血ACTもご協力の程宜しく御願い致し

ます。 

 

6)2016年度ライオンズ環境保全フォトコンテストについて 

 封筒にコンテスト規定の説明用紙が入っています。 

人が写っている写真は失格となります等、いろいろな

規定が有ります。写真がお好きな方は是非参加してい

ただけます様、御願い致します。 

 

7)1R2Z・3Z親睦チャリティゴルフ大会報告 

 10/27、藤岡カントリークラブで開催。 

 名古屋中村LCからは3名の参加がありました。 

 L吉金 博 3位/L安藤健二郎 56位/L鈴木和彦 66位で

した。 

 

8)その他 
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記事担当：L村手 誠 

◆幹事報告 

◆11月のお誕生日・結婚祝いの報告 

◆お食事をどうぞ 

 プログラムにはありませんが台北市明徳獅子会CN41

記念式典に参加されたメンバーから感想をいただきま

す。 

 L入山毅士 

 CN41記念式典の後、直ぐにホテルに帰りました。 

 夜中、部屋のチャイムが鳴りました。誰？と思うと

明徳獅子会第2副会長のL劉明力が立っていました。会

長他メンバーからお連れしなさいと言われたようで、

拒みましたが力が強く、危うく拉致されそうになりま

した。 

 

 L杉山信子 

 1日目は圓山大飯店(グランドホテル台北)に宿泊しま

した。眺めがよく台北の夜景がとてもきれいでした。 

 今回は一緒に旅行に行くこともある元太閤LCメン

バーの宇都宮美智子さんをお誘いしました。 

 2日目に史列祠へ行き、衛兵の交代式を見学し、故宮

博物院にも行ってきました。家族へのお土産もたくさ

ん買う事ができ、3日間大変楽しかったです。宇都宮さ

んも大変喜んでいました。 

 

 L村手 誠 

 台湾エビ釣りは大変楽しかったです。“浮き”を見て

の釣りは久しぶりで、リフレッシュできました。 

 釣ったエビをその場で塩焼きにして食べました。私

の釣った獲物の中で台湾エビが美味しさで1位になりま

した。 

例会報告 

  

 

 

  

◆テールツイスター登場 

 長く例会を欠席されていましたL柘植藤秋から一言い

ただきます。 

 L柘植藤秋 

「今年の夏から入院・検査・手術を繰り返しておりま

した。肝臓がんの手術をして肝臓を1/3摘出しました。 

 他にも胃と腸の気道にガンが見つかり手術を繰り返

し行いました。病気とは戦えませんが医者に訴える事

はできます。 

 一生懸命頑張れば医者も 

この患者を治そうと努力 

してくれます。 

 例会に出席して皆さんの 

顔を見る事ができ、幸せを 

感じております。 

 入院生活で足腰が弱っていますが、リハビリをして

また皆さんとゴルフができるようになりたいと思いま

す」 

 

◆本日の出席率の報告 L近藤 靖 

 第1例会です。L柘植藤秋も頑張って出席されていま

す。皆さんもお誘い合わせの上出席率向上にご協力を

お願い致します。 

 

◆本日の会計報告 

 

◆ライオンズローア L大竹 昌 

 本日はL柘植藤秋に出席していただきました。ありが

とうございます。 

 L柘植の会社とは仕事上の 

お付き合いもあり排水管の 

つまり抜きを御願いする事 

があります。24時間体制で 

大変助かっています。 

 先程のお話を聞いており 

まして腸のつまり抜きも大事だという事がわかりまし

た。 

 そしてもう一つ嬉しかったのはL斎藤高央が例会最後

までいてくれた事です。ご多忙中にもかかわらずあり

がとうございます。 

 

◆閉会のゴング L野々垣徹 

 L大竹がたくさんお話をされたので、話す事がなくな

りました。第1045回例会を閉会致します。 

 

◆閉会 
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 第1046回会員増強特別例会に対し、会員委員会による

名古屋中村LC事前説明会が例会前に７名のゲストの方々

に行われました。 

 中川委員長より『LCの目的はACTです。１人の力で行

うより皆の力で、小さくても地域に密着したACTをクラブ

員全員が笑顔で続けて行く事を当クラブの目的と致してお

ります。 

 ゲストの皆様には事業に集中して頂き、ACTを通じて良

い人間関係を築きながら名古屋中村LCの歴史と共にご一

緒に作って行ければ幸いです』 

 中山副委員長より『社会奉仕を行うにあたり、常に喜び

を感じながら行う事が大切です。例会･ACT･委員会に極力

参加頂き、メンバーとの繋がりを作っていただくことが永

く続けて行ける秘訣です。 

 今期の新年例会で入会致き、皆様にとっても思い出深い

入会式になると思います。是非入会下さい。』 

 Ｌ吉金より『LCは異業種のメンバー会員との仲間作り

も目的の一つです。当クラブは家族的なクラブです。ご一

緒に進んで行ければと思います』 

 と、会員委員会3名の話が有りました。 

 例会前の３０分と短い時間ではありましたが当クラブの

想いの伝わる事前説明会でありました。 

(L吉金 博) 

 

◆開会の宣言並びに開会のゴング 

◆国旗に対し礼 

◆国歌斉唱 

◆ライオンズの誓い 

◆ライオンズヒムの歌（１番のみ） 

 

◆会長挨拶 

 本日は会員増強特別例会ということで、7人のゲストを

お迎えしており、とても嬉しいことです。私どもがどうい

う活動をしているか、ありのままを見て頂いてご一考して

いただければ幸いです。 

 先日、岐阜の美濃にある天王山というところに紅葉を見

に行ってきました。山の中腹にあり大変でしたが登りまし

た。足が悪いけれども精神力・気の持ちようです。ライオ

ンズ活動もそうですが、気の持ちようで色んな事が出来ま

すし、自分の安らぎもでき、活動の精神も出来ます。 

 我々もこれだけ沢山のメンバーが集まって何かしようと

言う時には、非常に強い絆になります。本日お越しのゲス

トの方々に、そのことを少しでも感じて頂けたらと思いま

す。私どものクラブは他クラブと比べても和気あいあいと

しています。非常に素晴らしいクラブです。 

 今日一日、ゆっくりとおくつろぎ頂きまして、何でも質

問してもらえれば、メンバーはどんなことでも答えてくれ

ます。どうぞ宜しくお願い致します。 

例会報告 

2016年11月16日(水) 18:00～19:30 於：名古屋マリオットアソシアホテル  

第 1046回例会    

【会員増強特別例会】 

 出席者数：26名 ファイン・ドネーション：¥148,000- 

 

 

 

 

 

 

 

◆報告事項 

１）クリスマス例会の件 

 12/17（土）18:00からマリオットアソシアホテル51F

「シリウス」で行います。改めてご案内致します。多数の

ご出席をお待ちしております。 

２）LCIF1000ドル献金の件 

   先日、お願いを致しまして、既に10人の方の申込みが

ありました。 目標が15口ですので、宜しくお願い致しま

す。100ドルからも受付しております。 

 

◆幹事報告 

◆会員委員長挨拶 

 本日のお客様と例会前に個人的に懇談をさせて頂きまし

たが、充分にお世話出来る訳ではありませんので、各テー

ブルでスポンサーや皆さんとご意見をやり取りして、本日

の例会を堪能して頂きたいと思います。 

 先程、お話している中で「早く入会申込をしたい」と言

われる方が99％位いらっしゃいますので、会員委員会と

しては早速訪問して申込書を持参したいと思います。 

 ライオンズクラブの活動と言うのは、ライオンズ・ヒム

の歌にもありますように「リバティ インテリジェンス 

アワ ネイションズ セーフティ」。これは自分たちが知

性を高めて、みんなでこの国を安全に守ろうと言う意味で

す。 

 どういうことかと言うと「アクティビティをする」「社

会奉仕に精進する」その一点に尽きると思います。そこを

充分理解して頂きながら、古いメンバーと交流しながら、

目的も共有してもらって、自分の身に付けてほしい。 

 私も30年近くお世話になっていますけれども、自分で

は少しの奉仕しか出来ないが皆でやると大きな奉仕が出来

る。これを糖に進めてきたことによって、自分の会社も生

きてこられた。名古屋中村LCに対しては、いい勉強をさ

せて頂いて、いい友達を得て、この上の無い30年を過ご

させて頂きました。 

 是非、皆さんも明日からではなく今日にでも手を上げて

頂いて、12月の理事会で承認頂けるよう早めに申込書を

出しますので、宜しくお願い致します。 

 

◆ライオンズクラブ活動紹介 

◆乾杯 

◆お食事をどうぞ 
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記事担当：L近藤 靖 

 

 

 

 

 

 

 

◆ゲスト紹介 

 Ｌ野々垣徹 

 昨年の会員増強例会にもお呼びしました中野康孝さんで

す。保険業務の代理店をしています。 

 中野康孝 様 

「16年間JCに在籍しておりました。活動のスライドを見

させて頂いて、皆さんで奉仕活動をするのを懐かしく思う

と同時にいいなと思いました。集団行動を忘れかけており

ましたが、ライオンズさんに入会してまた出来たらいいな

と思っておりますので、その節は宜しくお願い致します」 

----------------------------------------------------------- 

 Ｌ中野正也 

 昨年は10名連れてきましたが、今年は一本釣りで来ま

した。輸出の梱包の仕事をしております。ゴルフが上手で

お酒も大好きです。横田誠さんです。 

 横田 誠 様 

「去年も参加させて頂きまして、内容等は把握しておりま

す。前向きに検討したいと思います。これからも宜しくお

願い致します」 

----------------------------------------------------------- 

 Ｌ大藪城正 

 私もスポンサーとして30名程入会をして頂いた方がい

ますが、皆さん高齢でおやめになったり お亡くなりに

なった方もいます。奉仕活動は健康でなければ出来ませ

ん。皆さんも健康に留意して下さい。それでは金田君を紹

介します。 

 金田英孝 様 

「金田英孝と申します。不動産業を営んでおります。まだ

分からないこともありますし、ご迷惑をお掛けするかもし

れませんが、一生懸命努力しますので宜しくお願いしま

す」 

----------------------------------------------------------- 

 Ｌ杉山信子 

 外川建設設計事務所を営んでおり、小牧市にリョウザン

建設と言う会社も経営しております。私とは法人会、商工

会でご一緒しています。 

 外川啓司 様 

「外川啓司と申します。設計事務所は35年くらい前に始

めました。33歳の時に独立してずっと仕事ばかりしてき

ました。ゴルフも麻雀も出来ませんが、お酒を飲む事だけ

は出来ます。宜しくお願い致します」 

例会報告 

  

 

 

  

 L水野寿人 

 私も入って１年になりませんが、皆さん優しく35歳の

若輩ものを受け入れて頂いています。そういう人との繋が

り、縁を彼とも共有したいということで連れて来ました。

小林君は店舗のデザイン、設計の仕事をしています。 

 小林将人 様 

「小林将人と申します。皆様が活動しているスライドを見

て、素晴らしい事を皆さん楽しそうにそのことをしている

という印象を受けました。僕自身も前向きに考えたいと思

います。」 

----------------------------------------------------------- 

 L髙坂英夫 

 笑顔の似合う田口税理士事務所です。話は短く自己紹介

お願いします。今年の７月~三代目を引き継ぎました。私

もお父さんの代からお世話になっています。 

 田口裕恭 様 

「ご紹介に与りました田口裕恭と申します。職業は税理士

です。ここには知っている方が何人かみえますが、ここに

来たということは入れと言う事ですので、宜しくお願い致

します。」 

----------------------------------------------------------- 

 L上野元嗣 

 長谷川君はPMH株式会社という会社で、福島の災害、

熊本の災害と言う時に一番必要なのはプレハブで彼はその

先駆者です。仕事は非常に真面目です。私と一緒の坊主頭

で大工の棟梁という言葉が一番似合う人です。 

 長谷川実 様 

「PMHの長谷川と言います。宜しくお願いします。 

 プレハブはもちろん、一般住宅などいろいろやります。

私よりうちのスタッフがいい仕事をしてくれます。こうい

う風で生真面目なので、あまりうまいことが言えません。

宜しくお願いします」 

----------------------------------------------------------- 

◆テールツイスター登場 

◆本日の出席率の報告 

◆本日の会計報告 

◆ライオンズローア 

◆閉会の挨拶及び閉会のゴング 

◆閉会 
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理事会報告：第 534 回理事会 

2016年10月5日(水) 16:30～17:30  於：名古屋マリオットアソシアホテル 

  

 議題・審議事項                     

 (第1号議案) 前回理事会議事録確認 会長 

 《 承 認 》                    L 上野元嗣 

 (第2号議案) クリスマス例会(12月第2例会)予算の件 計画・大会委員長 

 《継続審議》 《開催日》12/7               L 中野正也 

     アトラクション、プレゼント見直しの意見があったので継続審議。 

 (第3号議案) 薬物乱用防止教育認定講師養成講座決算の件 YCE･青少年指導委員長 

 《 承 認 》 《開催日》10/28               L 近藤 靖 

     3名が受講、予算内のため承認。 

 (第4号議案) 第1回クラブ単独献血ACT決算の件 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 

 《 承 認 》 《開催日》10/15               L 渡辺 宣 

     予算内で済んだため承認頂きました。 

 (第5号議案) その他  

                         

                            

 報告事項                         

 1) 会員増強特別例会(11月第2例会)について 計画・大会委員長 

                        L 中野正也 

  ゲスト7名参加予定。 

 2) 台北市明徳獅子会訪問報告 姉妹提携委員長 

                        L 斎藤靖人 

 3) LCIF$1000献金について 国際奉仕･LCIF委員長 

                        L 大竹 昌 

  15口達成を目標（昨年度13口）。 

 4) 国際平和ポスターコンテストについて 国際奉仕･LCIF委員長 

                        L 大竹 昌 

  12月第1例会にて表彰式。 

 5) 第1回クラブ単独献血ACT報告 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 

                        L 渡辺 宣 

  多数のご参加ありがとうございました。 

 6) 2016年度ライオンズ環境保全フォトコンテストについて 保健奉仕・環境保全奉仕委員長 

                        L 渡辺 宣 

  12/8締切り。 

 7) 1R2Z・3Z親睦チャリティゴルフ大会報告  

                        L 鈴木和彦 

 8) その他  

                          

                            

 幹事報告                       

                            

 その他                          
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『台北市明徳獅子会訪問 ご挨拶』 

 明徳獅子会の皆様「今晩は」。本日は創立41周年記念大会、誠におめでとうございます。心よりお喜

び申し上げます。 

 昨年の創立40周年式典には、当クラブ会員が多勢で参加させて頂き、大変素晴しく立派な式典に深い

感銘を受けました。日本国、名古屋中村LCも2018年度に創立45周年を迎えます。本日出席の第2副会長

Ｌ村手誠が会長を努めます。その節には台北市明徳獅子会会長様はじめ会員の皆様も御家族お揃いで御参

加下さい。 

 この度はこのお願いと楊國榮会長様の御病気見舞いで、当クラブ重鎮、L斎藤靖人を始め6名でご訪問

させて頂きました。 

 最後になりますが、37年にも及ぶ姉妹提携に心から感謝を申し上げます。 

 貴クラブの益々の御発展と御一同様の御健勝を御祈念申し上げ御挨拶と致します。謝々。 
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『第3回ゴルフ部会』 

 

 11月16日(水)に涼仙ゴルフクラブにて第3回ゴルフ部会を開催しました。 

 今回はL鈴木和彦の喜寿コンペも兼ねました。 

この日は会員増強例会日という事もあり、7:15集合でしたが、全員定刻に揃いました。モーニング

コーヒー後記念写真を撮り、L鈴木の喜寿を祝うかのようなゴルフ日和の中でスタートしました。もちろ

ん会員諸氏の心がけも良かったと思います。 

 

涼仙GCは四方を山に囲まれ、レストランからはこのクラブ自慢の五葉松をはじめ、池の中の庭園に

は、台スギに、紅葉したドウダンツツジやモミジが水面に映り風情を出していました。またあるホールに

は滝の水がなれ、紅葉もきれいで目の保養をさせてくれました。大きなもちのき、楠と手入れの行き届い

たコースでプレーできました。 

しかしスコアーは各自それぞれ納得した方、納得してない方自己責任です。 

 距離が自慢の幼稚園、スコアーにこだわる小学生、景色が見えて幼稚園、マナーに厳しく高校生、歴史

がわかって大学生、群れ集う卒業式といったエッセストがいます。今日のようなきれいなコース、せめて

景色が見える中学生位になりたいですね。皆さんは何生ですか？ 

 またL斎藤には特別値打ちな料金で取り計らって頂き有難うございました。 

また、パーテイはメンバーのL斎藤も入った事がないという立派な理事長室を段取りして頂きました。

きっとL鈴木の喜寿コンペで申し込んであったかなと思いました。 

表彰式の前に上野会長よりL鈴木へ喜寿祝いの記念品授与を執り行い、L鈴木のいつもながらの機微にと

んだ感謝の言葉を頂ました。またL鈴木には全員に記念品を頂有難うございました。 

尚、L村手にはL鈴木喜寿祝いの看板の製作、L中川に記念品手配、L中野正也にはパーテイに駆けつけ

手伝いをして頂き有難うございました。 

喜びは大勢ですればするほど倍加すると申します。今回はコンペの日に予定がある方や用事がありキャ

ンセル下が多く、少し淋しい思いをしました。 

名古屋中村LCとして喜びはみんなで祝う習慣を付けましょう。 

 以下成績です。 

 

   1位 L村手 誠 

   2位 L中川法恵 

   3位 L鈴木和彦 

   4位 L斎藤靖人 

   5位 L吉金 博  

   6位 LL中川ひさ子  

   7位 L田中光男  

   8位 L髙坂英夫 

   9位 L上野元嗣  

 10位 LL鈴木八栄子  

 11位 LL中野紀子 

  ****   L入山毅士 
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『ローソクの火が消えそう』 

 

 11月29日(火)午前7時30分、女房の父親がトイレ近くで倒れました。 

 母親からの電話で直ちに駆けつけましたが、両足が全く動かなくて女房と2人掛かりでトイレに運びました。立っ

てすることが出来ず、しゃがませるのがやっと。本人は「しゃがんで用を足すことが出来ない！」と怒りを込めて叫ん

でいましたが、母親の失跡で何とか事なきを得ました。 

 月曜日には杖を突いて歩いていましたので、この急変ぶりはなにかあるだろうと思い、救急車を呼んで八事第

二日赤に行き、精密検査をしたのですが特別に悪いところはありませんでした。 

 その日は医者の勧めで入院したのですが、30分置きにトイレに行きたいというので、看護婦さんは尿瓶[しびん]

を使おうとしたのですが、本人はこれを拒否。しかたなく尿漏れパンツを装着したのですがこれも拒否。個室のため

部屋にトイレはあるのですが、今朝のように一苦労しました。毎回トイレで用を足すたびに便器の外にはみ出して

しまうものですから後始末が大変。便器の認識が出来ていないのです。その日は一晩中女房がつきっきりで排尿

の世話をしました。 

 翌日の検診では、不思議なことに自分で立ってトイレに行くことが出来ましたので、主治医の先生に退院を勧

告されました。自宅に戻っても足がふらつき、食事もそれが食べ物であることすら認識できない所謂認知症の症

状が出ており母親は泣いているばかり。日本中のダムの現場を渡り歩き、荒くれ男たちを統率していた若い頃との

ギャップがあまりに大きく、その落差で泣けてきたのではないかと思います。 

 その日、会社から帰ると女房がこんな話を私にしました。 

 私が出かけた後に、リハビリのために腰の曲がった８７歳の母親の背中に捕まり、マンションの廊下の手すり沿

いに歩く練習を始めたのです。母親が、「カラースなぜ泣くの、カラスはやーまーに…………」と泣きじゃくりながら、

頼りない足取りで歌を歌いながらリハビリしている様子を見て、女房はいつまでも涙が止まらなかったそうです。 

93歳ですから仕方ないとは言え、何もしてやれない自分が情けなく思われます。 

 結婚して65年、この夫婦はまさに一心同体になっています。この原稿を会社で書いていますが、今日も二人で

歌を歌いながら歩く練習をしている様子が眼に浮かびます。 
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お誕生日   結婚記念日 

12 月 8 日 L 中野利彦  12 月 18 日 L 中野利彦 ┻ LL 小夜子 

  9 日 L 中山恭三           

  22 日 L 大藪城正           

  23 日 L 上野元嗣           

  25 日 L 野々垣徹           

名古屋中村ライオンズクラブ 会報誌 通巻516号 
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第 １ 副 会 長 

幹 事 

会 計 

PR･IT・情報委員長 

： 上野 元嗣 

： 野々垣 徹 

： 吉川 正洋 

： 杉山 信子 

： 吉川  敦 

  第 537 回 理事会  

   2017年 1月 11日 (水) 10：15～ 於：料理旅館かとう 

  第 1049 回 例会  新年例会 

2017年 1月 11日 (水) 12：00～ 於：料理旅館かとう 

  第 1050 回 例会  名古屋太閤LC合同例会 

2017年 1月 27日 (金) 18：00～ 於：ホテル名古屋ガーデンパレス 

 19.「みんな、みんな」  

 

制作者：後藤啓子氏、横山路子氏、野村 昇氏、神谷悦子氏、寺林保子氏、鈴木淳子氏、山内 歩氏  

  
 

 この作品は大変独創的で且つ、思慮（注意深く考える）を籠めた作品に思える。構成に可成りの時間を費やした

苦労が滲み出ている。太陽、空、海、樹木、人、鳥、魚、動物、第三世界の生物と多種多様に描かれている。樹木

の先端部にはオフィス街が立ち並ぶ人間社会だ。遠近描写でビルの窓をユニークに捉えた手法は見事だ。 

 この作品ならではの世界観、兎、キリン、象、鳥、蛇、魚、そして男性の顔半分、目が一点を見詰めている幼子

の泣顔、木の上の一つ目の女性と思われる姿を視線に捕らえているが母への願望であろうか口を大きくあけてい

る。友愛共存が最大のテーマとして描かれているがただそれだけではない。作者7人の人間的暖かさが然り気なく

秘められた繊細さが好きだ。横から見たり、縦から見たり、逆さに見たり壁画では出来ないが写真では出来る。 

 特筆すべきは逆さまに見ると木の幹が日本列島の中部地方より九州迄おまけに四国が有る。その本土の上にビル

が逆さまに建っている。でもちゃんと太陽はビルの真上に輝いて見える。どんな未来が来ようとも、全ての地球上

の生物が共存共栄出来るはず。みんな・みんな明るく楽しく元気で暮らそうよとこの絵画が訴えている。 

 

L上野元嗣                               


