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いやしいことだ。
このように明治期の殖産興業の輸出の花形であ
った絹は庶民の手が届かぬものでした。現在のき
もの産地の主な所は、染物では京都の友禅染、石
川県の加賀友禅染、東京の江戸小紋、東京染、新
潟県の十日町友禅染等です。それぞれ染めの行程
に違いがあります。
京友禅は絞りや刺繍を併用した、それぞれの職
皆様あけましておめでとう

人の分業のうえに完成品となり、加賀友禅は絞り

ございます。

刺繍はなく、染めのみのデザイン作家の工房で作

新年早々卓話を、との中澤プ

られ、誰だれ作という落鑑がおされております。

ログラム委員長よりご指名を

その染めの色彩感覚は日本伝統の奥深さを感じ

頂き、ロータリークラブでの

ます。西洋では400余色、日本は700色以上の色彩

断りは禁物と心得承諾いたし

を生み出しています。一つの例ですが「かめのぞ

ました。

き」という色があります。皆さんどんな色を連想

今日は、私の生業であります、和服についてお

されますか。これは紺の中でも薄めの色です。

話いたします。今日はきものを着てまいりました。

水の入った水がめに澄んだ青空が映ったような

一言で着物については広すぎますので先ず絹織物

色だから、これを上から覗く感じで「かめのぞき」

についてと業界のことを、お話いたします。

といわれるのが語源です。染料の入った容器に、

着物１反（鯨尺30尺）37.9センチ約11.4メート

糸を３回ほど上げ下げして浸染した程度の濃さで

ルをつくるためには、約900グラムの生糸が必要

す。これを５回浸染いた濃さにすると浅黄色と呼

とされます。約2,600頭の蚕がはぐくんだ、2,600

ばれ、濃紺にするには８回ぐらいが必要です。藍

ほどの繭から取れる量です。繭の繊維をほどくと、

よりも青くという言葉がありますが、藍色になる

１個約800〜1,200メートルもあり、天然繊維では

までの色の呼び名は12色あります。日本古来の深

最長の長さとなります。この４〜５本の糸をまと

みのある藍色はジャパンブルーと呼ばれており、

めて、繰り糸の状態にした糸が生糸です。この生

世界が認める色となりました。「日本伝統色」に

糸をアルカリ性の溶液で精練し、セリシン（にか

は、同じねずみ色でも、濃い紫を帯びた色を鳩羽

わ成分）を除去すると絹糸となります。

色という風に、日本特有の色彩感覚をして着物は

この絹糸の製法は古代中国に始まり、日本には、

染められております。

弥生時代にはつたわっていたようです。室町時代

織物に関してお話しますと、やはり産業として

には、さらに絹糸に「撚り」をかける「撚糸」の

発展したのは江戸時代であります。各藩の農閑期

技術が伝来し、西陣織や丹後縮緬など、各地で特

の殖産興業として、織物技術の向上をはかり全国

色をもった高度な織物が発達しました。

に販路をもとめました。特に米作の少ない地方や、

現在、絹生産は中国が盛んです。それに対し、

冬場の仕事として豪雪地方でとくに発展がみられ

日本国内の養蚕農家の数は激減しています。今で

ます。いわゆる先染め物と言われ、糸を先に染め

は、純国産絹は全体の３〜５％ほどとされており、

織り上げるきものでその多くは紬織りが占めま

絹の生産の中心となっている群馬県などで、純国

す。

産絹の認定と取り扱業者の認証を行い、品質管理

有名な産地をあげますと、山形県の置賜紬、米

に注意を払っております。当店もこの取り扱い認

澤紬、茨城県の結城紬、長野県の信州紬「上田紬、

証店として認証されております。

飯田紬等」、新潟県の小千谷紬、塩沢紬、十日町

明治時代の俳人、正岡子規の句にこんな句があ

奄美大島紬、その他黄八丈、久米島紬等があげら

ります。
「夏衣

紬、石川県の牛首紬「くぎ抜き紬」、鹿児島県の

絹を着たるぞ

れます。

あさましき」

分不相応に夏物に絹のきものを着るのは、品性
− ２ −

昨年11月に日本の無形文化財の一つであります

結城紬がユネスコ無形文化遺産に指定されまし

「縞紬、結城にいずるを上と為し信州これに次ぐ」

た。松戸ロータリークラブの会員の湯本高之氏は

と紹介されています。「結城紬」の特色は、決し

この結城市の出身であります。無形文化遺産で生

て絢爛豪華ではないが、結城地方の風土の中で厳

産するインフラが現在も整っているものが指定さ

しい歴史と試練に耐えてきたもののみがもつ調和

れているものは、ほとんどないでしょう。それだ

のとれた渋味が特徴で、 一着で末代まできられ

け伝統的価値を世界が認めたということです。

る

といわれております。さらに「絣織り」、明

では、結城紬についてお話いたします。結城紬

治になると「縮織り」と、現在まで改良を重ねな

は、茨城栃木両県にまたがる鬼怒川沿い一帯で古

がらも古来の技法を守り、伝統を引き継いでおり

くから生産されている伝統ある絹織物です。古く

ます。

より鬼怒川の土手にたたずむと一面に桑畑が広が

今回ユネスコ文化遺産の指定は結城紬の特徴と

って、日本でも有数の養蚕地帯でありました。そ

いわれる、①手で真綿をつむいで糸にする技法、

のため流域には現在でも養蚕や織物にゆかりの地

②染めの一段階前の絣が手括りであること、③織

名も多く、「絹川」「衣川」（鬼怒川）、「蚕飼川」

る段階は地織機（いざりばた）の技法を忠実に守

（小貝川）、糸繰川、などはその名残りともいわれ

られた製品に対し指定をうけます。

ており、また「大桑神社」「蚕影神社」等、現在
も地元の人々に信仰されております。

すべて手作業であり高度の習熟度を必要とする
ため職人の高齢化が進み、より高額商品となりま

その系譜は、常陸風土記に現れる「長幡部のあ

す。希少価値と良品廉価の狭間で昔から、呉服商

あしぎぬ

しぎぬ」（「

」は悪し絹の意で、玉繭や屑繭、汚

の扱い商品としては非常に難しい商品です。結城

れ繭等の生糸として売り物にならない繭からとっ

着て 木綿に見られるなさけなさ 詠み人知らず。

た真綿）にたどれ、軽くて丈夫な織物として愛用

最後に呉服屋としてこの素晴らしい日本の伝統

されました。やがて1180年ごろは「常陸紬」と呼

ある衣文化を自信をもっておすすめできる店を旨

ばれ、中世になって、武士たちに好んで求められ、

とした商い、全国で物造りに励む職人達の生きが

結城家が幕府や関東管領への献上品としたことか

いを消さぬよう頑張りたいと思います。業界全体

ら次第に「結城紬」と称されるようになったと伝

といたしましても、日本が世界に誇れる着物の魅

えられています。

力をより啓蒙する努力を欠くことなく継続し、次

当初は無地織が中心でしたが江戸時代には縞織
が行われるようになり、江戸の町人の間で流行し

の世代にアピールしていかなくてはいけないと考
えております。

高級織物として名声を博したと言われています。

小川会員がアフリカに出向き、ケニヤの病院に医
療機材・薬品などを寄贈支援をしました。また、
職業奉仕研修会を５回開催しました。笑いの絶え
ない、アットホームな会合となりました。財団、
改めまして、新年、明けま

米山もご協力ありがとうございました。親睦もク

しておめでとうございます。

リスマス例会に夫人の会の協力を仰ぎながら楽し

お陰様で半分がおわりまし

く実施できました。それぞれ関係各位に感謝の意

た。つたない会長挨拶につき

を示したいと存じます。ありがとうございました。

あい頂き、感謝しています。

12月のクリスマスには、うれしかったことが二個

期中、｢地域を育み、｣の部

ありました。一つ目は島村善行先生夫妻がおみえ

分では音楽支援として、松戸市立高等学校に楽器

になったことです。初めてお会いになった新人会

を寄贈いたしました。｢大陸をつなぐ｣部分では、

員もいらっしゃいましたが、私に人なつっこい眼

− ３ −

でふだんの例会の欠席を詫びていました。二つ目
は松戸RC奨学基金の生徒からの感謝の言葉でし
た。特に警察官に決まった生徒の話に眼をうるま
せられました。会長冥利につきますね、と耳元で
ささやいてくれた会員がいました。
１．クラブ内、会議・連絡事

さて、今年は、うさぎ年であります。年男は、
昭和26年生まれの松田茂一幹事。昭和38年生まれ

項等の案内

の橋口和幸会員・太田原慎一会員であり、大きく

① ２月14日

ピョンと跳んでいただきたいと思います。年始

ＩＭ合同例会

早々、全国でタイガーマスクが出没しています。

松戸商工会議所

伊達直人という名前は知りませんでしたが、良い

11:45〜

食事

こと、うれしいことだと思います。ロータリー運

12:30

点鐘

動のひとつ側面に、人前にしゃしゃり出るなとい

15:45〜17:00 懇親会

う、日本人特有の「陰徳を積む」という徳があり

２．外部からの会議・連絡事項等の案内

ます。キリスト教には、「天国に宝を積みなさい」

特にございません。
３．他クラブ会報・その他

という言葉があります。
１月はロータリー理解推進であります。本日の
卓話は、中山政明会員です。「きもの屋雑感」で

特にございません。
４

例会変更の連絡

す。楽しみにしています。中山さんには、気がつ

松戸中央ＲＣ

くと、いつも大切なことをたくさん教えて頂いて

・１月20日

います。
祖父どうしの伊原清三郎と中山庄之助さんが本

は移動例会「新年会」に変更

点鐘

18：00

場所

金太桜鮨

町自治会館に飾ってある老人会での集合写真に、

松戸西ＲＣ

二人が中央に写っています。廻りにはおばあさん

・１月19日

は夜間移動例会に変更

ばかりですが、貧相な私の祖父に対して立派な感

点鐘

18：30

じで中山庄之助さんが写っています。そして大正

場所

びわ亭

６年生まれどうしで、父上の中山政夫さんと私の

常盤平店

５．その他報告

父、伊原良平とは良く刀剣の展覧会などに一緒に

特にございません。

出掛けていました。中山会員の人柄の良さから、
先輩なのに普段、遊びの場面では、「葛西屋、そ
ちも悪よのー。」というような悪たれ口をたたい
ています。

①

下期会費の件
承認

②

インターアクトクラブ決算承認の件
承認

③

プログラムの件
承認

④

その他
・ＩＭの件
・家族例会の件
・クリスマス例会、決算の件

− ４ −

【誕生】平松

【誕生】鈴木

徹君 17日

昌広君 16日

【誕生】松田

会員53名

義務会員44名

免除会員 9名

出席45名

義務会員40名

免除会員 5名

仮欠 8名

義務会員 4名

免除会員 4名

茂一君 26日

島村

善行君

加瀬

仁君

大川

本日出席率

【結婚】三国夫妻 1日

吉美君

小林

登君

88.24％

小泉勝司君／家内の63回目の誕生日祝いをいただ
【結婚】島村
（俊）
夫妻 16日

■入会記念日

鎌倉

康裕君

【結婚】織田夫妻 29日

き有難うございます。

平成 6 年 1 月 5 日（17年）

安井克一君／家内共々ありがとうございます。立

常盤 映彦君 平成 8 年 1 月10日（15年）
加藤

栄君

平成11年 1 月13日（12年）

橋口

和幸君

平成18年 1 月11日（ 5 年）

松本

幸夫君

平成19年 1 月17日（ 4 年）

林

希一君

平成19年 1 月11日（ 4 年）

派な花が届いております。

鎌倉康裕君／入会記念ありがとうございました。
最近は若い人が増え活気が出て来て嬉しいです
ね。若さを分けていただきます。これからも宜敷

■会員誕生日

■ご夫人誕生日

中田智次郎君

1日

中山

政明君

5日

安井

克一君

9日

林

希一君 14日

小串

和子様

1日

小泉

純子様

3日

三国

淳子様

8日

鈴木

明子様

9日

伊原清良君／おめでとうございます。つたない会

安井美智子様 10日

長あいさつを６ケ月聞いて頂きありがとうござい

澤田詠美子様 18日
鎌倉 栄子様 23日

くお願い申し上げます。

中山政明君／誕生日お祝いありがとうございま
す。遂にフル年金受給者となりました。老齢と付
くのが気に入りませんが元気でいきたいと思いま
す。本日の卓話ご静聴ありがとうございました。

ました。今年もよろしくお願い申し上げます。

小川 博香様 25日
森田香代子様

29日（森田雅久夫人）

さいたんさい

いやさか

常盤映彦君／歳旦祭におきましてご皇室の弥栄、
へいあん

すうけい

りゅうしょう

国の平安、氏子ご崇敬の皆様の隆昌をお祈り申し
■結婚記念日

加瀬

夫妻

24日

上げました。清々しく新年を迎えられました事を
− ５ −

お喜び申し上げます。又、参道整備事業に会員の

林

皆様にご奉賛戴いております事に深謝申し上げま

ただき、ありがとうございます。早いもので入会

す。

４年目となりました。今後ともご指導、ご鞭撻の

希一君／入会のお祝いと誕生日のお祝いをい

程よろしくお願いいたします。
常盤映彦君／入会祝有難うございます。15年目と
いう事です。今後も宜しくお願いします。

平松

徹君／お誕生日のお祝いありがとうござい

ます。たしか57歳となりました。2011年から1954
加藤

栄君／入会記念ありがとうございます。今

年をひくと確かに57歳です。今は、年齢を実感で
とし

後共よろしくお願いします。

きない年になりました。本年もよろしくお願い致
します。

島村俊充君／結婚記念のお祝いをいただきありが
とうございます。金婚式もそう遠くなくなってき

中田智次郎君／誕生日のお祝いありがとうござい

ました。仲よくやっていくことにしたいと思いま

ました。

す。ありがとうございました。
三国大吾君／妻の誕生祝い並びに結婚記念の品、
織田信幸君／結婚記念の祝いありがとうございま

有り難う御座居ます。結婚して10年初めて正月を

す。昨年、結婚10,000日を越しました。ぴんと来

妻と過ごしました。感動しました。

ませんね。28年です。
鈴木昌広君／夫婦ともども誕生を祝って頂き誠に
松田茂一君／誕生祝いありがとうございます。60

ありがとうございました。

歳還暦となります。これからもよろしくお願いし
ます。

森田雅久君／愛妻の誕生日お祝い、ありがとうご

ニコニコBOX

当日￥130,000

累計￥725,000

財

当日￥ 6,246

累計￥ 96,136

団BOX

ざいます。
文責／車田
小川

一君／家内の誕生日のお祝いありがとうご

ざいます。お花が届くのを毎年楽しみにしていま
す。

橋口和幸君／入会記念品を頂戴し、ありがとうご
ざいました。おかげ様で５年目を迎える事が出来
ました。これからもどうぞよろしくお願い申し上
げます。

松本幸夫君／入会して丸４年が過ぎました。皆様
のおかげでロータリーライフを楽しませていただ
いております。これからもよろしくお願いいたし
ます。

− ６ −

