
六ヶ所ロータリークラブ例会 2015 年 10 月 15 日（木） 12：00～13：00 
 
【会長挨拶】小泉会長 

 こんにちは。岩木山では例年の 2 週間早く雪が降ったとのことです。皆さん

もストーブを付けているのではないでしょうか。先週の土曜日は学童野球大会

に出席して頂きありがとうございます。 
高校野球東北大会では、青森県代表の青森山田高校と光星高校が決勝で対戦

することとなりました。 
 

【幹事報告】佐藤幹事 
本日は座敷での例会で雰囲気が違います。 
・国際ロータリーから 2017 年～2019 年の第 1 ゾーン理事の選出があったと

の連絡がありました。 
・11/7 に弘前で開催される、ローターアクトの地区年次大会に山崎君が参加

予定です。 
・国際ロータリーが 5/27～5/29 に韓国ソウルで開催されます。 

【ロータリーの友紹介】柏原君 
ロータリーの友 10 月号から卓話の紹介をしたいと思います。 
１．

(１) 人類は、1万年ほど前（諸説あり）からパンを食べていた。 人類が

狩猟中心の生活から農耕中心へと変わる過程の中で小麦が栽培されパンの原

型が出来た。 

パンのいわれ  吉田 日士光 氏 （会社社長）  （豊中南ＲＣ） 

(２) もともと小麦の種子を砕き、水を混ぜて粥状のものを作り食べていた。 

⇒偶然、熱くなった石の上にこぼれた、水分がなくなった状態になったものがおいしい事を発見。 ⇒ パ

ンの起源 

(３) 柔らかく膨らんだパン⇒紀元前３０００年ごろ地中海沿岸より広がる。当時は、貴族など金持ちの食事。 

２．

(１) 貧血は、赤血球やヘモグロビンが足りない状態で、体中に酸素を運ぶ運び屋が足りない事。 

たかが貧血されど貧血      大江与喜子 氏 （医師 院長）   （西宮恵比寿ＲＣ） 

(２) 赤血球が少ない ⇒ 酸素供給を補う為 ⇒ 心臓や呼吸が速くなる ⇒ 軽い運動でドキドキ、ハアハ

ア 

(３) 疲れ、脳の不活性 ⇒ 貧血の検査値をチェック。 脳に酸素が十分回ってないかも。 

(４) 貧血の原因 ： 血液を作る材料の鉄分不足。 … 鉄分が足りない原因を要注意。 ⇒ 胃がんや大腸

がんといった重要な病気が潜在する事が有る。 

(５) レバー、プルーン、サプリメントといった鉄分の多いものを摂取しても治らない場合⇒赤血球を作る働き

が弱っている可能性に注意。 ⇒ 重大疾患の場合も有る ⇒ 必ず医者に相談。 

３．

(１) 聖徳太子がお札の候補になったのは⇒1887 年（明治 20年）、肖像入りのお札誕生は、1930 年（昭和 5 年）  

お札のよもやま話     植村 峻 氏  （紙幣研究家）    （東京神田ＲＣ） 

(２) 戦後の新円切り替え⇒ 銀行引き出し制限、財産調査確定し、財産に応じ課税する財産税導入する目的 

(３) 当初 1946年（昭和 21年）夏実施予定 ⇒ 計画が漏れて急遽 3月に繰り上げ実施。 ⇒ お札製造が間

に合わず、民間企業も動員。 ＋ 小さな証紙をお札に貼って新円の印にした。証紙は各家庭に配布。 

(４) 新円札のデザイン⇒ＧＨＱの許可が必要 ： 1円券竹内宿禰⇒二宮尊徳（アメリカ民主主義を代表） 

(５) 五百円券⇒弥勒菩薩で申請⇒表情が日本人の悲しみを強調するので×⇒インフレを助長するので高額紙幣

は×、聖徳太子に差し換え百円券となった。 千円券⇒新薬師寺の伐折羅大将 ⇒ 占領軍に対し怒りを

表している表情に見える為、認められなかった。⇒十円券にし、伐折羅大将を国会議事堂にし、発行。⇒

菊の紋章が十字架の鎖に繋がれているように見えるとの声 ⇒ 不評であった。 



 

Ｂ.  ロータリーの友 ９月号   卓話の泉より 

１．

１．１ 歴史と技術 

漆器の伝統と世界への挑戦      西村 毅 氏 （会社社長）    （姫路ＲＣ） 

(１) 漆器の発祥地 ： 9000年前の漆器が日本で出土されており、中国での出土しているものより古かった。

漆器の発祥地が日本か中国かは謎。  

(２) 日本： 漆器技術が発達した時期 ⇒ 正倉院御物の写しを作り始めてから （都が京都に移ってから） 

(３) 日本の漆器技術の代表例 

１) 蒔絵 … 漆で模様を描き、凝固前に金粉をまいて固着、再度漆を塗りこみ、研磨で金を露出。 

２) 高蒔絵 … 漆を何度も重ね盛り上げた上に金粉をまく 

３) 研出蒔絵 … 金粉をまいてから全体に漆を塗りこみ、研いで模様を浮かび上がらせる。 

４) 漆塗り（漆器） ⇒ ＪＡＰＡＮ 、 陶磁器 ⇒ ＣＨＩＮＡ 

１．２ 

１) 正月用の屠蘇道具、重箱、来客用の膳揃え、お祝いで使う広蓋、茶道具、畳の生活で使う座卓、机など

今では見る機会が少なくなり、若い世代が知らないものが多くなった。 

コメント ： 漆器業界の最大危機要因は、文化の衰退である。 

２) 世界の彫刻家や企業がコラボレーとして漆を使った作品を発表し、大きな反響が出ている。⇒日本の文

化を世界に発信し、世界中の人が楽しめる漆製品を作ってゆく事で発展。 

 

２． 漆の歴史について 

２．１ Wikipediaによると、以下の研究成果が報道されている。  

（漆器発祥地が日本か中国かは謎では？と考えます。） 

(１) 長江河口にある河姆渡遺跡で発掘された漆椀は、放射性炭素年代測定で約 6200年前と確認されたことから、

漆器は中国が発祥地で技術は漆木と共に大陸から日本へ伝わったと考えられていた。 

(２) ところが、北海道の南茅部町の垣ノ島遺跡から出土した漆の装飾品 6点が、米国での放射性炭素年代測定

により中国の漆器を大幅に遡る約 9000年前の縄文時代前期の装飾品であると確認された。 

…（よみがえる漆文化九千年前副葬品に痕跡 デイリー東北新聞社 2003年 9月 2日の報道） 

３．漆器業界の危機について  

３．１ 危機的状況にある国産の漆づくり  （2014 年 5 月 7 日  エイシンホケン事務所 ブログより） 

(１) ●国産漆の生産量はこの 60年で 23分の 1へ 

(２) 戦後安価なプラスチック製食器の量産。 生活の洋風化⇒漆製品の需要減。 原料⇒低価格漆の輸入（中

国）、国産漆の生産量⇒激減⇒1950年代に比べ、23分の 1に下落。 国内自給率 3％未満。 

(３) 国産漆が売れない⇒漆採集の「漆掻き職人」も激減。 岩手県二戸市（国産７の０％）：戦前 300人⇒近年

20人未満。 年代も 70歳以上が半数。 後継者不足が深刻。 

３．２ 林野庁 林政部経営課特用林産対策室 ＨＰより 

(１) 国内産漆は、良質なことから文化財等の修復用として需要は根強い。 平成 26年の生産量は 1,003kg で、

対前年比 4％減。 国内消費量の 98％は輸入品でほとんどが中国産。 

国内の主生産地は、岩手県、茨城県等。 

４．

2007年 07月 02 日 香川県善通寺市 国産漆専門のうるし工房宮崎 佐和子氏ブログより   

なぜ日本産漆が国産漆器に必要なのか？ … 日本産漆と中国産漆の違い   

(１) 漆の違い 

１) DNA が違う 

(a) DNA の違いはすなわち、品種の違い、産出されるウルシ樹液の性格の違いにつながる。 

２) 性質が違う。それに伴い、展開する技法が違う。 

３) 日本産漆／塗膜が堅くて薄い （蒔絵に向く） 

４) 中国産漆／塗膜が柔らかくて厚い （堆漆に向く） 



５) 「蒔絵の加飾だけは、上質の日本産漆を使わないといけない」といわれる。  中国産漆は、中国漆芸

の技法の物を作るのに合っている。 

(２) 日本産漆の特徴 

１) 塗膜が堅く、密着度が高い。 

２) 表情が繊細で美しい。 

３) どちらも特筆すべきもので、特に丈夫であるのは、国産漆がたっぷり使われた古い骨董の椀は壊れにく

く、時代の新しい明治昭和の椀はぼろぼろの物が多い。  

４) 価格  ⇒ 輸入漆の数倍～10 倍くらい価格の差がある。 

・コメント ⇒ 漆を対象とする製品の用途による使い分けが必要。 

           （和漆器は、国産漆、 堆漆製品は、各種の漆を使用する使い分けが必要では。） 

           和漆器を製作するには、製品特性を生かす上でも国産漆が必要。 

文化庁の動き 

(１) 文化庁、重文修理に国産漆使用を 原則使用を通知      （2015年 2月 24日 共同通信 報道） 

(２) 文化庁は２４日、寺社など国宝や重要文化財の建造物を修繕する際、国産の漆を２０１５年度から原則と

して使用するよう各都道府県教育委員会に通知した。漆の生産減少に歯止めをかけるのが狙い。当面は上

塗りと中塗りを対象とするが、１８年度までに下地も含む全工程での使用を目指す。 

(３) 下村博文文部科学相は記者会見で「漆の英語名は『ｊａｐａｎ』であり、日本の文化を象徴する資材だ」

と意義を強調。今後は修繕に必要な量を調査した上で、林野庁と協力して増産を図るほか、生産者の育成

も進める方針。 

 
【交換留学生の報告】フーチーさん 

皆さんこんにちは。お母さんと 10 月 10 日（土）に五所川原にある立

佞武多の館の見学に行ってきました。いっぱい金魚が飾ってありまし

た。金魚ねぶたの色塗り体験をしました。緊張したけど、上手にでき

ました。お母さんの金魚はとてもかわいかったですが、他の人の金魚

はおもしろい顔もありました。一日とても楽しかったです。 
 
 

 
【出席率】 

出席者 18 人 56.3％ 
外部出席者：交換留学生フーチーさん 

以 上 


