
会 長 報 告

本日16時から理事会を開催させて頂きました。それにつきまして、
説明させて頂きます。
1.奈良県教育振興会入会の件
反対多数により否決されました。

2.「世界ポリオデー」に向けてのポリオ撲滅活動募金の件
今年度ポリオに関する奉仕事業に取り組んでいないクラブは、会
員一人当たり2,000円寄付して欲しい、という依頼がガバナー事務
所から参りました。理事会で審議致しました結果、「協力をする」
ということで、後期の年会費に含めて集めさせて頂くと決定致し
ました。

髙野幹事
幹事の方から一つ補足致しますと、「世界ポリオデー」に向けての
ポリオ撲滅活動募金の件ということでガバナー事務所から今年度ポ
リオに関する奉仕事業に取り組んでいないクラブは、会員一人当た
り2,000円募金に協力して欲しい、寄付して欲しい、という依頼が参
りまして、理事会で審議致しました結果、「協力をする」と、それ
で後期の年会費で集めさせて頂く、と致しました。

委 員 会 報 告

クラブ管理運営常任員会：多田実委員長
本日状差しに第1回情報集会集約書を入れさせて頂きましたので、他
の班はどういうことを言っているのかよく吟味して頂ければ有難い
な、と思います。

社会奉仕委員会：堀内委員長
今週の金曜日でございますが、12月4日です。交通安全啓発運動のサ
ンタの運動をまた社会奉仕委員会でさせて頂こうと思っております。
先日来より出欠の案内は出しておりますが、まだ記入されていない
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『和と飛躍』

四つのテスト

１．真実かどうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４. みんなのためになるかどうか

例会状況報告

第19回 12月1日
通算1764回

◎会員総数 ７２名
◎出席義務者 ４５名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

２７名
◎本日出席 ５９名
◎本日欠席 ７名
◎本日出席率８９．３９％

第17回 11月17日
通算1762回の修正

◎欠席者 ７名
◎免除者の欠席者 ６名
◎欠席者の補填者 ７名
◎免除者の補填者 １名
◎出席率 １００％

例会プログラム

第20回12月8日

通算1765回

１．開会の点鐘

２．ソング

「大宮ロータリーソング」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話

オルファ株式会社

相談役 岡田三朗様

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 中澤 忠嗣

「クラブに「個性」と
「憧れ」を！」



方は必ず記入頂きますようお願い致します。出席の方が少ないですので、よろしくお願い致し
ます。来て頂ける方のお手伝いの時間は、14：30に新しくなった奈良警察署に集合頂きたいと
思います。ちょっとでも来れる方は15：30に近鉄新大宮駅で啓発活動を行いまして、その後ちょっ
と遠くなりましたが、奈良警察署に移動して、クリスマスの照明の点灯式。後は幼稚園の子供
達にクリスマスツリーに飾りつけをしてもらう、という予定しております。×を付けられてい
る方も、ちょっと予定が空けば参加して頂けると有難いです。

親睦活動委員会：門脇委員長
12月13日の年末家族親睦例会について、ですが、当日11：30～受付を行いますが、バスが近鉄
奈良と学園前の方、11：00に出発予定でございます。実は12月13日は奈良マラソンと重なって
おります。近鉄の駅の方で商工会館前に11：00に出発するんですが、結構混雑すると思います
が、商工会館前なので、よろしくお願い致します。学園前の方は南口で11：00に出発する予定
です。親睦委員会の皆様にお知らせですが、この例会の後、10分程打ち合わせをしたいと思い
ます。つきましては、鈴木さん、中條さん、平野さん、小西さん、武藤さん、森下さん、小林
さん、梅谷さん、荒木さん、山口さん、河野さん、萩原さん、例会終了後10分程度ロビーにお
集り頂きまして打ち合わせしたいと思いますので、よろしくお願い致します。

国際奉仕委員会：楠下委員長
毎年のことでございますが、5月28日～6月1日にかけまして、国際ロータリーソウル大会がご
ざいます。5月29日に開会式を2回行う、そして6月1日が閉会式ということで、今皆さんのお手
元に出欠の状況を摑みたいということで回覧させて頂いております。そちらへ出欠と、もう一
つは、その時に28日(土)に2650地区の親睦夕食会を開催されるといういことになっております。
もう既に第一回の締切は11月20日で終っております。第二回の締切が3月20日ということになっ
ております。一応この国際大会につきましては、過去 大規模でありました2004年の大阪大会
(いまから11年前ですね)に40,000人の参加が有りました。今回は張り切っておりまして50,000
人の参加を見込んでいるということで、日本からは10,000人の予定をしているということでご
ざいます。従いまして宿泊場所の関係で早く申し込まないと宿泊施設が取れない、という事で
す。今日現在、理事会の途中ネットで見て頂きましたら、今現在宿泊施設は空いているようで
ございますが、そういう状況でございます。ちょっと案内文の前文に書かせて頂きましたけれ
ども、いま日本ではいわゆるもう一つ日韓関係が良くないということではありますが、これは
ロータリーの行事でございますので、宜しくその点を踏まえられて、御協力お願い致します。

職業奉仕委員会：平方委員長
職業奉仕委員会から恒例になっております地区職業奉仕講演会開催のご案内でございます。本
日状差しに案内を入れさせて頂いておりまして、2016年1月31日(日)13：00-16：00、場所はシ
ルクホール 京都産業会館8Ｆでございます。今回は、ＲＩ理事の黒田正宏様の講演「職業奉
仕活動の現況」が内容なっております。本日から出欠の回覧をさせて頂いております。特に会
長・幹事・奉仕プロジェクト委員長・職業奉仕担当者・クラブ役員・理事の皆様、そして入会
3年未満の会員の皆様には、万難を排し率先してご登録頂くことが要請されておりますので、
その方につきましては、回覧の右側に書かせて頂いております。会員全員が対象ではございま
すが、特にその皆様におかれましてはご出席をお願い致します。

幹 事 報 告

本日状差しに地区大会の案内が入っているかと思います。今年度は来年4月3日ということです
ので、必ずいまから予定を入れておいて頂きますようお願い致します。
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年 次 総 会

＜中村会長＞
ただ今より、奈良大宮ロータリークラブ細則第５条第２節（ａ）に基づき、年次総会を開催致
します。クラブ細則第４条第１節により、会長が議長を務めます。それでは、本日の出席報告
を辻本出席委員長、お願い致します。

＜辻本出席委員長＞
会員総数 ７２名
出席者数は５９名です。

＜中村会長＞
ご報告のように定足数の規定による３分の1以上を満たしておりますので、本日の年次総会は
成立致します。クラブ細則第３条第１節（ａ）に基づき、１１月２４日矢追指名委員長より次々
年度会長並びに次年度の副会長、幹事、会計、５名の理事候補者が発表されましたが、改めて
矢追指名委員長よりご報告をお願い致します。

＜指名委員会：矢追委員長＞
先週例会に於いて次年度理事役員の候補者名を申し上げましたが、改めて発表致します。名前
を呼ばれた方はその場でご起立をお願い致します。

【候補者】
・次々年度会長 藤井 正勝 さん
・次年度副会長 武藤 廣茂 さん
・次年度幹事 宮西 正伸 さん
・次年度会計 武中 洋勝 さん
・次年度理事 冨川 悟 さん 高辻 良成 さん 谷川 千代則 さん

野﨑 隆男 さん 中奥 雅巳 さん
以上でございます。

＜中村会長＞
ただ今矢追指名委員長より発表された候補者の方々に異議のある方はいらっしゃいますでしょ
うか。なければ拍手をもって賛成とさせて頂きます。
（拍手）
ありがとうございました。これで、この議案は成立致しました。これをもちまして年次総会を
終了致します。

＜指名委員会・矢追委員長＞
それでは、無事、役員理事が決定致しましたので、これをもちまして、本年度の指名委員会を
解散致します。ありがとうございました。

＜中村会長＞
それでは次々年度会長に選ばれました藤井さん、一言ご挨拶をお願い致します。

＜藤井次々年度会長より挨拶＞
こんばんは。さっきからずっと緊張しっぱなしですが、会長の一言でだいぶ気が楽になり、有
難うございます。今朝がたも幹事から、「今日は欠席したらあかんで」という細則の電話があ
りまして、なかなか不真面目な会員ですが、指名委員会からご指名頂きましたので、一生懸命
務めさせて頂きます。どうぞ御協力お願い致します。
ちょっとだけ言わせてください。不真面目ですので、なかなか仁徳もないし、道徳心もありま
せんし、知識はないし、色々私の仕事からいうとちょっと外れたことばっかりやってるような
気はしますけど、来年潮田次年度会長の下で勉強させて頂きますが、再来年成功させるために
は皆さんのご協力がなかったら絶対に前に進みません。先にお願いしておきます。私が栄嶋会
長の時、20周年の時、佐川さんが幹事の時に初めて委員長をした時に電話を頂きまして、「当
てたら“ＮＯ”はないで」と言われました。また今年はしませんが、ぼちぼちいろいろ成功さ
せるための人員をお願いしないといけませんので、お電話させて頂きました時は、絶対に“Ｙ
ＥＳ”という返事だけ頂戴しますように、今からお願いしておきます。
有難うございました。
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卓 話

漆工芸家 杉村 聡 様 「日本文化である漆芸はjapan」

皆様、こんばんは。杉村でございます。
本日は大宮ロータリークラブの卓話講師としてお招きいただき有難
うございます。普段は職人として制作しておりますので上手くお話
し出来るかわかりませんが、精一杯、漆のことについてお話しさせ
ていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
漆器は日本を象徴する工芸品でありまして、世界に誇れるものです。
英語の小文字でjapanと書くと漆器を意味します。漆器と言います
と単純に漆を塗った器なのですが、漆のなかにはお椀であったり、
箸であったり、重箱であったり、その他にも高価な蒔絵が施された
硯箱や印籠などがあります。
日本には漢字というものがあり、松や桧のように木には必ず「きへ
ん」が付きます。漆というものも木なのですが、これは「さんずい
へん」です。なぜかというと、漆の樹液のことを表すからです。こ
の一つの漢字の中に漆の樹液が採れることの説明がありまして、こ
れが日本の漢字の面白味です。樹液ですから「さんずいへん」があり、木に傷を入れると水が
出る、ということが由来となっています。
漆は、まず皮をめくり、傷を付けると漆が滲み出てきます。これを特殊なヘラを使いすくい取っ
ていきます。漆というのはだいたい6月から10月の間に漆掻きを行いますが、一本の漆の木か
ら200ccしか取れません。これを採ってしまうと漆の木というのは切り倒してしまいます。そ
れでまた新たに育てていくわけなのですが、樹液が採れるまで育てるにはだいたい10年から14
年かかります。ただ植えただけでも枯れてしまいますし、草刈りなどの手入れをしないと育ち
ません。漆掻きの方に聞くによると、漆というのは人間で言うところの血なので大切に扱って
ください、とのことです。人間も怪我をすると傷口を塞ぐために血が出てきます。それと同じ
なのですね。
漆は日本をはじめとするアジア地域でしか育ちません。中国・韓国・台湾にもありますし、タ
イ・ミャンマーなどにもありますが、色々と成分の違いがあります。日本や中国の漆というの
は液体なのですが、タイやミャンマーに行くとゴム質になります。タイに行って漆を見たこと
がありますが、一斗缶に入っていて、そこからすくいあげる際にぐにゃっと上がるような漆な
のです。
漆を使って漆器というものが出来上がっていくわけですが、物凄く強力な接着剤にもなり、塗
料にもなります。この漆を木・紙・麻布などの上に何度も塗り重ねて仕上げていきますが、た
だ一度塗っても漆というものは綺麗になりません。まずは、漆の中に地の粉や糊を入れて粘土
状にしたものを木べらで塗り、下地を作ります。塗れば必ず砥ぐという工程があるのですが、
この工程がもの凄く大変でして、塗る工程の何十倍もの労力を必要とします。一度塗れば仕上
がると考える方もいらっしゃるかと思いますが、砥ぐ工程は本当に大変で、細部も砥石や炭を
使って砥がなければならず、嫌になるような作業です。
奈良工芸館で漆と金継ぎの教室を持ってやっています。皆さん、塗るのは楽しそうにやられる
のですが、砥ぐ工程になると嫌々砥いでおられるような状態です。このように、下地・中塗り・
上塗りという工程を経ていくのですが、塗りに入りますと今度は液体ですので、特殊な刷毛を
用います。この刷毛は人間の髪の毛を束ねたものです。
漆というものは塗った後に必ず乾燥させなければなりません。ただ乾燥させるだけでなく、漆
は空気中の水分を自身のなかに取り入れることによって硬化していきますので、適度な湿度が
なければ乾きません。また、面倒なことに、漆は触れるとかぶれます。漆の成分のウルシオー
ルに対する体のアレルギー反応なのですが、アレルギー反応なので個人差があります。昨年、
フランスから私のところに研修生が来まして、 初はずっと使い捨ての手袋をはめてやってい
たのですが、3日ほど経った際に素手でやりたいとのことで塗らせたところ、次の日に顔を腫
らせてやってきました。このようにかぶれるということもあり、漆というものはなかなか取っ
付きにくいものなのですが、注意して作業をしていただくとそんなに酷くはかぶれません。
漆芸のなかには蒔絵・沈金・彫漆・螺鈿・漆絵など色々な技法があります。蒔絵のなかでも、
高く盛り上げた高蒔絵があったり、金を砥ぎだす切出蒔絵があったり、物凄く難しいのですが
仕上がった時の美しさは目を引くものがあると考えています。
現在はこのような古典的な蒔絵を制作される方はいませんが、江戸時代や明治時代の作品を見
たり研究したりして、作ってまいりました。やはり江戸時代というのが技術的に素晴らしく、
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凄い作品が残っています。これはなぜかというと、江戸時代には幕府や大名という規模の大き
なパトロンがいたからです。しかし、明治維新でこれらのパトロンがいなくなり、主軸は輸出
漆器というものに変わっていきました。それで国を挙げてどんどんと輸出をしていって、外国
の方がもの凄く喜ばれたと聞いています。それが今でもロンドンのヴィクトリア・アンド・ア
ルバート美術館には、日本の美術館以上に沢山の収蔵品があります。あと、フランスではマリー・
アントワネットがコレクターで、箱物の箱自身が宝石と考えて集めていたようです。また、集
めただけではなく日本人に作らせたと聞いています。
アメリカのサンフランシスコにあるアジア美術館というところにも、今世界で有名になってい
る柴田是真の作品があるということで、行ってきました。地下の収蔵庫に見事なほどの柴田是
真の作品があり、少々寂しい思いをして帰ってきました。これは昔のオリンピックの会長、ブ
ランデージさんのコレクションだったようです。
先程ご紹介いただきましたように、昨年はバーレーンの国立博物館での蒔絵展、現在は今まさ
に開催中なのですが、ウクライナ・キエフのハネンコ国立美術館で、12月13日まで開催されて
おります。そこでは蒔絵だけでなく、今回は根付も30点ぐらい出品しておりますが、これはウ
クライナの国会議員の方のコレクションです。その国会議員の方の事務所に7月に行って、ど
れを出品するのか見に行きましたが、根付と印籠が3、400点あり、ここにも日本があったのか
と、少し驚いて帰って来ました。
このように日本の方にももっともっと漆器に興味を持っていただきたいなと思います。日本に
はたくさんの素晴らしい芸事があるのですが、皆さんの身近にもあると思いますので、何か一
つでも日本の文化に触れていただければ幸いです。
私は作品制作をするときに色々とテーマを考えながら作っていきます。やはり良いふうになる
ように、縁起の良いものを付けていきます。昔の戦国武将はトンボのものを沢山集められまし
た。トンボは別名勝ち虫と呼ばれまして、前にしか進まない、後ろには絶対に退かないという
ことで、鎧兜の意匠にもされました。また、波を飛び越えるウサギの絵があり、これは苦難を
乗り越えるという意味があります。
今回のこの卓話を機に、一人でも多くの方が日本の文化に興味を持っていただけることを願っ
ております。ご清聴ありがとうございました。
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社会奉仕事業 交通安全啓発運動

交通安全サンタとともに新大宮駅前啓発運動の後、奈良警察署まで歩き点灯式を行いました。
こまどり保育園園児25名も参加されました。
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ニコニコ箱 本日計 29,000円 累計 1,274,000円

中村信清 君 杉村先生、本日の卓話、よろしくおねがいいたします。日本文化について、
いろいろおしえていただきたいと思います。

髙野 治 君 杉村様、本日の卓話宜しくお願いいたします。
岡 中 君 奈良ホテル「日本料理 花菊」工事期間中は、大変ご迷惑をかけ申し訳ござ

いませんでした。皆様の御協力をもちまして、今週金曜日にリニューアルオー
プンいたします。今後共ご支援よろしくお願い致します。

萩原 徹 君 近 欠席続きで申し訳ありません。
宮西正伸 君 ニコニコ協力
門脇伸幸 君 ニコニコ協力
森 完二 君 ニコニコ協力
河野里志 君 ニコニコ協力
荒木政信 君 ニコニコ協力

事務局休局連絡

■奈良ロータリークラブ■
・２０１５年１２月２８日（月）～２０１６年１月４日（月）

■京都山城ロータリークラブ■
・２０１５年１２月２５日（金）～２０１６年１月８日（金）

ホームページアドレス変更のお知らせ

■橿原ロータリークラブ■
・ｈｔｔｐ：／／ｋａｓｈｉｈａｒａ－ｒｃ．ｊｐ／
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次回の例会 ２０１５年１２月１３日(日) 年末家族親睦例会

２０１５年１２月１５日(火) 振替休会

次々回の例会 ２０１５年１２月２２日(火) 友愛例会

●会報・IT委員会/市田富久夫 武中洋勝 倉田智史 西本隆一 webmaster/市田富久夫

例会変更のお知らせ

12 月 ■生駒ロータリークラブ■
・１２月２３日（水）・・・家族親睦クリスマス例会の為、

日時・場所変更。
日時：12月20日(日)18：00～
場所：スイスホテル南海大阪

※ビジター受付：行いません。
・１２月３０日（水）・・・定款第6条第1節(C)により、休会。
※ビジター受付：行いません。

■奈良西ロータリークラブ■
・１２月３１日（木）・・・定款第6条第1節(C)により、休会。
※ビジター受付：行いません。

■奈良ロータリークラブ■
・１２月３１日（木）・・・定款第6条第1節(C)により、休会。
※ビジター受付：行いません。

■京都山城ロータリークラブ■
・１２月３０日（水）・・・定款第6条第1節(C)により、休会。
※ビジター受付：行いません。

1 月 ■生駒ロータリークラブ■
・１月６日（水）・・・新年例会の為、場所変更。
場所：シェラトン都ホテル大阪

※ビジター受付：行いません。
・１月２７日（水）・・・奈良東ロータリークラブとの合同例会

の為、場所変更。
場所：ホテル日航奈良

※ビジター受付：行いません。

■奈良西ロータリークラブ■
・１月７日（木）・・・定款第6条第1節(C)により、休会。
※ビジター受付：行いません。
・１月１４日（木）・・・新年例会の為、場所変更。
※ビジター受付:1月14日（木）17：30-18：00まで、

奈良ロイヤルホテル1Ｆフロント横にて
行います。

■京都山城ロータリークラブ■
・１月６日（水）・・・定款第6条第1節(C)により、休会。
※ビジター受付：行いません。
・１月１３日（水）・・・初例会の為、岡田国神社に移動例会。
※ビジター受付：1月13日(水)12：00-12：30までけいはんな

ホールにて行います。


