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今後の予定

2018-2019 年度/堂前 慶之会長
去る 10 月 29 日、野中敏幸会員がご逝去されました。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。野中さんは 1976
年に入会され、以来 42 年間ロータリアンとして活動し
てこられました。私は入会 10 年ですから、その 4 倍と
もなる年月は想像も付きません。濱田ＰＧをはじめとす
るチャーターメンバーの皆さんは 50 年以上の間活動さ
れている訳ですから本当に頭が下がります。これからも
お元気でご指導いただきたいとつくづく感じています。
最近、気になるニュースがありましたので注意喚起の意
味を込めてお話させていただきます。バドミントンでダ
ブルスを組んだ味方のラケットが目に当たって大けが
をしたとして、ペアの女性に 1300 万円の支払いを命じ
る判決が言い渡されました。一般にスポーツ中に発生し
た不慮の事故について、一方的な過失を認めるのは極め
てめずらしい事例です。過失（不注意）を認めてある程
度の損害を負担することはよくありますが、今回の判決
は「相手（被害者）の動きに注意し、ラケットが当たら
ないように配慮すべきだった」として 100％加害者側に
非があるというものでした。ケガをした被害者側からし
てみれば、ケガをさせられたのだから救済されて当然と
思うかもしれませんが、加害者側からすると不幸にも偶
然起こってしまった事故であり、100％非があるといわ
れることにはかなり抵抗があるでしょう。恐らくこの判
決の背景には、加害者側が賠償責任保険に加入していて
補償能力があることがわかっていて、被害者救済の色合
いの強い判決なのかもしれません。いずれにしても加害
者、被害者のどちらになっても大丈夫なように備えはか
かせません。

・11/7
・11/14
・11/16
・11/17
・11/18

[第 2570 回]卓話
[第 2571 回]クラブ協議会（IM 準備）
ふれあい授業 於伊勢原中学校
第 7 グループ IM
米山学友国際交流会

幹事報告
★伊勢原ロータリークラブより
伊勢原 RC 会員 野中敏幸様(享年 93 歳)が 10 月 29 日逝去
されました。
下記の要領にて通夜並びに葬儀告別式が執り行われますのでお
知らせいたします。
日時 ： 通夜
11 月 1 日(木） 18:00 より
告別式
11 月 2 日(金） 12:00～13:00
場所 ： 平塚斎場
★ガバナー事務より
・11 月のロータリーレートのお知らせが配信されております。
1 ドル＝112 円
★伊勢原青年会議所より
伊勢原青年会議所創立 40 周年記念式典のお礼が、届いており
ます。
★市民生活部市民協働課交通防犯対策係より
交通安全市民総ぐるみ大会開催のお知らせが届いております。
日時：11 月 16 日（金） 受付 13:00～ 開会 13:30～
場所：伊勢原市民文化会館小ホール

スマイル報告

田村

貴寿/スマイル委員会委員長

堂前慶之君／外谷正人君／東井重和君／築城忠生君／𡈽屋 修君／井戸川秀治君／萩原鉄也君
市川正孝君／戸田裕士君／渡辺健樹君／田中 徹君／山田昌紀君／濵尾ゆかり君／天野耕一郎君
遠山久恵君／田村貴寿君
[奥様誕生記念祝い]

[入会記念祝い]

飯田 隆三君
家内の誕生日を祝っていただき、
ありがとうございます。おかげ様
で益々元気です。

仙波 史生君
入会を祝っていただき、ありがとう
ございます。
おかげ様で 3 年になりました。
これからもよろしくお願いします。

出席報告
会員数

濱尾ゆかり/出席・プログラム委員長
出席計算に用いた数

出席者数

出席率（％）

前々回修正出席率（％）

59

37

62.71

なし

60

委員会報告
★IM 実行委員会／築城忠生研修担当
11/7 の例会後、打合せをしますので、研修委員の方は残ってください。
時間は 30 分程度です。

MAKE UP
事前
吉川昌男君→伊勢原中央RC
松下 孝君→伊勢原平成RC/
秦野中RC

卓 話

源太夫窯 村山

恵子君

古くから、
「１ 土、 ２ 焼き、 ３ 細工」 と言うように、なんと
言っても焼き物の原点は、それを生み出す土にあります。備前、唐津、
信楽、美濃など、各地にある伝統的な窯場は陶土となる土の採れる場所
に発生し、その土の性質に応じた成型、装飾、施釉、焼成の方法を得て
固有の特色となり発展してきたものです。
土とは？
地球の表面を覆う地殻は、内部にある高温のマグマが冷えて固まったもの。
この地殻は主に花崗岩、石英などの岩石からなり、これが地熱や水・炭酸ガスなどで風化され細かい粒となっ
たのが粘土です。主な成分はカオリナイトと呼ばれ、珪酸とアルミナからできています。
多くの粘土には不純物が多く入っているため精製します。掘り出した粘土の塊または粉末を多量の水に入れ十
分に攪拌して分散させます。細かい粘土粒子は水中に浮遊し混在する粗い石英や長石、あるいは岩石の粉砕物
などは短時間に沈んでしまうので、濁った部分を取り出して水切りを行います。この作業を水簸（すいひ）と
言います。水簸の条件によっていろいろな細かさの粒子を分けることができます。
このようにしてできた粘土を使用し、作品を作り上げます。
陶器は焼き物です。焼いて初めて出来上がるもので、その方法を焼成と言い熱量を与えて素地内に高温の化学
反応を起こさせる事です。現在はどこにいても各地の土が簡単に手にはいる便利な時代です。私の大物作品の
粘土は、信楽の土 3 種類をブレンドして使用しています。
現在の日本の工芸事情
陶芸には、伝統工芸、現代工芸、民芸などいろいろな製作方法があります。
・伝統工芸は、長年にわたり受け継がれている技術や技が用いられた美術工芸のことで、備前焼、唐津焼、信
楽焼、美濃焼、九谷焼、伊万里焼などがあり、その産地に根差した工芸作品を製作しています。その技を競
うため毎年日本橋三越で「日本伝統工芸展」が開催されています。その頂点が、重要無形文化財保持者、い
わゆる人間国宝です。
・現代工芸は、用の美を謳いつつ自由な感性に基づき作品を製作します。その中には製作上伝統に入るものも
ありますが、多くは自由な発想と感性に基づき作品を作ります。展覧会では、私も所属している「日本新工
芸展」「現代工芸展」「日工会展」などがあり、その頂点が「日本美術展覧会、いわゆる日展」です。
・民芸は、1926 年(大正 15 年) 柳宗悦、濱田庄司、河井寛次郎、バーナードリーチらにより提唱された「生
活文化運動」で民衆生活の中から生まれ、日常的に使われる地域独特の手工芸品です。展覧会には「国展」
などがあります。人間国宝には民芸作家からも選ばれています。
さて、私の作家活動ですが、1975 年に作陶を始め、1982 年に伊勢原市に築窯いたしました。前回にもお話し
したと思いますが、作陶生活の方向性を決めるための第 1 歩は展覧会への出品でした。何事においても結果を
求められた環境の中で自分らしさ、作品を見たときに誰かとわかる作品を作りたいと思いました。
先にお話しした、伝統工芸、現代工芸、民芸など釉薬で製作する
か、その他の材料を使用して華飾したりするか・・・。
作陶生活の方向性を決める為の製作方法として、まずは諸先輩方
の作品をじっくりと観察し、自分の独自性を出すのは「絵付け」
以外にはないと感じました。
それより日々、スケッチを積み重ねて、具象、抽象の下絵を作品
に書き込み独自の形と色に仕上げました。
今から 30 年前、京都の女流陶芸展に初出品、初入選した時の喜
びはひとしおでした。

職業卓話

内田

智久君

A・T・M 体操。明るく・楽しく・前向きに、体を動かすといいですね。
私の友人が、ラスレルという電動車椅子の総代理店になりまして、勢い
余って１台買いました。野中さんが退院されたら、これが使えるかと
思っていたので残念です。
会場にあるこの車椅子ですが、ご興味ある方は、実際に乗ってみてください。時速６キロで走ります。１回の充
電で 13 キロ走ります。世界最軽量で、重さは 20ｋｇです。金額は 298,000 円ですが、医療用具の認定を受け
ていますので、レンタルもできます。その友人はプリンセスという会社に勤めていて、海外航路の豪華客船に乗
っていたんですが、その会社も共同で CSR の一つとして、船に乗られた方はどうぞご自由にお使いくださいとい
うことで、使っていますし、高級ホテルでも使われています。コンパクトに折りたためるので、車のトランクに
入ります。厚生労働省から補助金も出ます。

次にご紹介するのは、インバウンドで外国人が結構来るようになりましたが、1 法人の契約で、受付から事務か
ら何でも扱えるというシステムです。英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語で通訳もします。デモ
コールをしてみます。365 日 24 時間対応です。1 法人あたり 20 万円/月で、どれだけダウンロードしても OK
です。月 20 万円で５ヶ国語 5 人の通訳を 24 時間 365 日雇うと思えば、お安いと思います。このシステムを一
番必要とするのは医療関係だと思いますので、医療関係機関に繋げていけたらと思っています。以上で卓話を終
わります。

