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代エジプト人。絶え間ない努力の重みが伝わってくる。

➋ローマで　「 400年で97回 」暦を制定

　ローマでは、2000年前、古代ローマの政治家ユリウス・

カエサルが、エジプト人の暦や知識を基に、４年ごとに２

月を１日増やす形で定めた。

　ローマでは、３月を１年の初めとしたため、調整に使わ

れた最終月の２月に１日追加。こうしてできたのが「ユリ

    ウス暦」。１年平均は、365.25日。正確な数字とわずかに

ずれ、 400年で３日ほどになる。

　そこで、1528年にローマ法王のグレゴリオ13世が定めた

のが、現在、世界中で使われている「グレゴリオ暦」。

　ルールは、数学を基に「基本的に年数が、４で割り切れ

ればうるう年だが、 100で割り切れる年は、うるう年にし

ない。ただし、 400で割り切れる年はうるう年」という条

件にし、 400年で３日分のずれを調整。

　うるう年の回数は、400年に97回。例えば､1900年、2100

年は、うるう年ではなく、2000年はうるう年。日本では、

1873年（明治６年）に、この暦を導入。

 　本年は、４年に１度のうるう年。私は 　なかなか、知っていそうで分からないのが、うるう年。

 オリンピックのある年、ぐらいしか知ら

 ない。しかし、例外もあるようだ。

 ➊星を観察　１年の長さを突き止める

 　１日の長さは、太陽が昇って沈み、次

 また登って･･というサイクルで分かる。

 　１年とは、地球が太陽の周りを一周す

 るサイクル。正確には、365.2422日。き

れいに割り切れない。 365日に定めると、毎年５時間48分

46秒多くなり、数百年後は１月が夏になる｡

　このずれを修正する役割を持つのが「うるう年｣｡「うる

う」とは余分という意味。１日余分に入れるという意味。

　では、この正確なサイクルは、どうやって分かるのか。

　今から数千年前、古代エジプト人は宇宙から眺めたわけ

でもなく、突き止めた。エジプトでは毎年初夏になると、

ナイル川が氾濫するため､１年の長さを知る必要があった｡  ➊先週の例会お礼申し上げる。留学生の

そこで目印になったのが、シリウスという明るい星。初夏  　よい意見が出て、よい交流ができた。

の時期は、日の出直前に東の空から上るのに気づき、毎日  ➋本例会後、理事会を開催する。役員、

空を観察。次、同じように見えるまでの日数を数えた。  　理事の方は、よろしくお願いしたい。

　シリウスを目印に、地球が太陽を１  ➌18日はＲＡＣとの合同夜間例会。18時

周するサイクルを出したことになる。  　30分から、富士屋会館にて開催する。

長年観察すると366日になる時もあり､  　会費額は、後日連絡する。

毎年、 365日になるとは限らない事に ➍今月は、水と衛生月間。また、３月13日から１週間が、

気づいた。千年単位の長い期間、空を 　世界ＲＡＣ週間。18日の夜間合同例会で、また、ＲＡＣ

観察し続け１年のサイクルを知った古 　について、大いに語り合いたい。

●３月　第２例会

幹　事　大橋　良史
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会　長　小部　隆充

勤続表彰結　婚　祝

●国際ロ-タリ－テ－マ

卓　話

●ＲＩ第2650地区スロ－ガン

会  長  の  時  間

点　　　　　　  鐘

ロ-タリ-ソング斉唱

12:30～
●第２７４６回　平成２８年３月１１日（金）

大橋 良史 幹事

⇒酒井芳則・

帰山明朗会員

⇒下村義孝･酒井芳

則･岡本圭子会員

幹　事　報　告　等

幹　事　報　告

⇒深見恭和･小部隆充･瀧谷え

み子･佐野直美･孝久治宏会員

▼第２７４５回例会報告 平成28年３月４日(金)▼鯖江商工会館 3階中ホ－ル 出席率 79.3％

テ－マ 「　お　米　に　つ　い　て　」

佐野 直美 ソングリ－ダ－

小部 隆充 会長

君が代　奉仕の理想

会　長　の　時　間

四つのテスト

誕生祝

編集：会報委員会
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留学させた。その

当時、女性が活躍

　国際奉仕委員会の牧野友美委員長が「先週 する時代ではなか

の当委員会事業に、留学生12名、通訳１名、 ったが、留学先で

ＲＡＣ３名、当会員17名の参加を得て、和気 お金がなく、休み

あいあいの内に開催できた。皆様にご協力願 の時に花屋でアル

い、感謝申し上げる」とお礼を述べました。 バイトをして、そ

の時培った技術を日本に持ち帰った。実際は、日本に帰っ

　家庭会合第１班の深見泰和チーフが、「２ て新聞記者をし、結婚して花をするようになった。

月27日㈯､天狗楼で、大橋幹事等５名で開催｡ 　本日は、基礎科の説明。生け花の方は、どうゆう内容の

議題は､会員交流を深める方法｡ゴルフ、陶芸 教室か分からない。当教室は２時間のレッスン中、最初の

教室等を実施する中で形を整え、同好会にす 30分、１つのテーマをレクチャー。それについて60分かけ

る方法等が意見された」と報告しました。 て、生徒に活けてもらう。残り30分でアドバイスする。

■基礎科のアレンジメント実演

　作品が２つ並んでいる。これは、同じ形である。花は、

使うものによって違ってくるが、今入っているのは、形的

には、直線的デザインと言われている。器の淵から出ない

デザイン。バーティカルライン。これを一番最初にする。

■フラワーデザインは西洋風生け花 　次に、剣山とオアシスの違い。剣山は上にしかないので

　私は、マミフラワーデザインスクー 下から挿すことができない。オアシスの場合、下から挿す

ル鯖江指定教室の講師を務めている。 ことができる。バーティカルラインに足して、コンテンポ

「マミ」は、総長であるマミ・川崎の ラリラインになる。１本足すだけで動きが出て、違ったも

マミ。フラワーデザインスクールは、 のになる。横に流して、コンテンポラリラインになる。

20年位前にいきなり目新しくでき、ヨ 　次に真っ直ぐのラインを曲げて、三日月形、クレッセン

ーロピアンやアメリカンスタイル等、 トにする。このクレッセントの次は、曲げたものを逆に持

数多くある。東京丸の内のＯＬが、こ っていき、Ｓ字にする。これがバーティカルラインから派

ぞって習った時期。丸の内で石を投げれば、フラワーデザ 生したラインのデザイン、線。

イナーに当たった｡今は､プリザーブドの花の教室が､流行｡ 　次に面をする。同じバーティカルから派生するが、今度

　フラワーデザインの基本は生花を使う。生け花を知って は面。Ｌ字にする。その次は、三角形。足していくだけ。

いる方は､違いを教えてもらえると嬉しい。私は解らない｡ 次は、三角形に足し、扇形にする。扇を広げた形が終わる

■アレンジメントとブーケ、コサージ と､下に持ってきて円になる。こういう形で円を演出する｡

　フラワーデザインの中には、アレンジメントとブーケ、 　また、フラワーアレンジメントでは、グリーンがとても

コサージがある。アレンジメントは、生け花の事。ここに 大事。グリーンがないと美しく入らず、美しく見えない。

オアシスという吸水性スポンジがある。ドライフラワーや へたでも、グリーンが入っていると上手に見える。生徒に

水を含んではダメな商品を作る時に、挿すものとして使う は、活ける場面では、グリーンを３～４種類、花屋にある

非吸水性スポンジもある。コサージは、結婚式の花嫁が持 だけ持っていくよう、話しする。

つのがブーケ、花婿がつけるのはブートニア。 　今日は、「さくっと」流したが、かれこれ40年、こんな

　あと、コサージの中に含まれる課題として、結婚式でド ことを日々している。こっちを本業と思っている。もし、

レスを着た時、頭につけるヘッドドレス等を私が生徒にレ 花の事で何かありましたら、よろしくお願いしたい。

クチャーし、作ってもらい練習する形をとっている。

　生け花は、本来、剣山を使う。最近は、いろんな流派で

簡単だからと、オアシスを使う。マミは、だんだん吸水性

スポンジを使わなくなっている。別の物を使っている。  (敬称略･ 順不同)

■マミフラワーデザインスクール 1 小部　隆充 3 孝久　治宏 6 田中　敏幸

　スクールには基礎科、本科、高等科、インターン制度の 2 大橋　良史 3 瀧谷えみ子 6 吉田　俊博

期間。それ等が済んで講師の試験。講師は、研究科、探究 2 窪田　健一 4 帰山　明朗 7 牧野　友美

科。それぞれ、３カ月、３年ずつ。長い年月を費やす。 3 深見　泰和 4 酒井　芳則 8 岡本　圭子

　マミ・川崎総長は、昭和３年生まれ。両親が進んだ考え 3 佐野　直美 5 下村　義孝

方をする方。 １：結婚祝頂いて、岡本さん卓話お願いします

女性が海外に ２：岡本さんの卓話、アレンジメントに期待して

進出しなけれ ３：２、結婚祝頂いて ４：２、誕生祝頂いて

ばならない、 ５：勤続表彰頂いて ６：２、早退します

という考えの ７：国際交流委員会事業へのご協力に感謝して

元にアメリカ ８：卓話の機会を頂いて。よろしくお願いします

福井県内ＲＣ例会日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

月曜日

　Ｋ　：１８：３０－開始

卓　話

マミフラワーデザイン

岡本 圭子 会員
スクール　講師　　　

福井西ＲＣ(ﾊﾞ-ﾄﾞｸﾞﾘ-ﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞ-ﾅ)

テ－マ マミフラワーデザイン実演(基礎科)

委　員　会　等　報　告

　無印：１２：３０－開始 Ｋ 福井ﾌｪﾆｯｸｽＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ)

三国ＲＣ(三国観光ホテル)

武生ＲＣ(武生商工会館) 鯖江北ＲＣ(神明苑) Ｌ 敦賀西ＲＣ(ニュ－サンピア敦賀)

福井北ＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) 福井ＲＣ(ユア－ズホテル福井) 福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞ-ｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)

福井南ＲＣ(福井繊協ビル) Ｋ 丸岡ＲＣ(丸岡城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀ-) Ｌ 福井水仙ＲＣ(福井パレスホテル)

福井東ＲＣ(ＡＯＳＳＡ) 若狭ＲＣ(ｻﾝﾎﾃﾙやまね･7-12月ﾎﾃﾙせくみ屋) 敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店)

ＲＡＣとの合同夜間例会▲３月第３例会 ▲第２７４７回 平成28年３月１８日(金)18:30- 於:富士屋会館

　Ｌ　：１９：００－開始 勝山ＲＣ(勝山市民活動センタ－) 大野ＲＣ(大野商工会議所会館) 武生府中ＲＣ(越前たけふ農協会館)

編集：会報委員会


