
・点　鐘　半田会長

・ソング　手に手つないで�

・米山奨学生　ケオサワン・ラマイさん�

・卓　話　吉田行男会員�

【会長報告】

　９／１８所沢にて会長幹事会開催。１１／２１（日）

東松山・紫雲閣にてライラ・デーのセミナーが

開催されるそうです（１１／１申込締切）。

　豪州よりＧＳＥメンバーがＨ２３年３月頃

来日、５クラブで受け入れます。

　３／５（土）ＩＭが所沢ＭＵＳＥで開催されます

が今回ＲＣに関する劇に出演者１６名が必要

なのだそうです。米山梅吉翁、福島喜三次氏は

ガバナー経験者が、あとは創立順に会長幹事

が受け持つとのことで、入間、狭山、飯能の順

で私は「洗濯屋」の役。１１／６から計５回の稽

古が始まります。「飯能には芸達者がいっぱい

居るから」と言ったのですが「会長が出て恥を

かいた方がいい」とのこと。一生懸命やります

ので、「来てください」と言ったらいいか、「来

ないでください」と言ったらいいのか分かり

ませんけれども、よろしくお願いします。

【幹事報告】

・ライラ・デーは吉澤新世代委員長が出席。�

・１０／２３（土）１３：３０～飯能地区地域安全暴力

　排除推進大会。林家木久蔵の落語もあり。

　招待券が３枚来ています。�

◎ラマイさんへ奨学金贈呈

【委員会報告】

◎ロータリー財団委員会　　　　　　新井君

　吉田武明会員、吉島一良会員のお二方より、

財団へのご寄付を頂きました（拍手）。お願い

したわけではなく自主的なご寄付です。ほか

の方もよろしくお願いしたいと思います。

【出席報告】

無届け欠席が１名、残念ながらありました。

【Ｍ　　Ｕ】

９／１４（日高）橋本君

９／１８（所沢）半田君、和泉君

９／１８（ガバナー）木川君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・吉田行男様、今日は卓話よろしくお願い致

　します。　神田（敬）君、大野君、矢島（巌）君�

・吉田武明さん、吉島一良さん、財団へのご

　寄付有難うございます。　　　　　新井君�

・早退。  矢島（巌）君、齋藤君、小久保君、塩野君�

本日計７，０００円、累計額２６９，６２２円。

◎６日例会当番は萩野会員、服部会員です。�

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　大野プログラム委員長

　当委員会には“強力な切り札”が４枚ありま

す。その１枚をこの時期に使ってしまうので

すが、また後半にも廻って来るかなと期待し

ています。飯能市教育委員長。飯能で一番、

着物の似合う方じゃないかなと思います。

　呉服屋の倅で姉と妹の真ん中。いずれ家を

継がなきゃいけないという気持ちが幼い頃か

らありました。ただ、父は一切そういうことは

言いませんで好きな事をしろと。中学の美術

教員が４年目に入った時、そろそろ家の仕事

をと父に相談したところ「それじゃあ、余所の

釜の飯を食って来い」ということで、日本橋の

取引問屋さんに紹介してもらい、呉服屋の繁

盛店を２軒ばかり見に行きました。１軒目は

茨城県笠間市。飯能に似た地域で駐車場もゆ

ったり。温和な社長なのでよく勉強出来るだ

ろうと問屋さんには言われていました。もう

１軒は蕨市。大きな呉服屋５軒が競争でやっ

ている。どうせやるなら厳しい方がと、蕨の池

田屋さんを選んでご挨拶に伺いました。そう

しましたら社長から、「先生だというからどう

しようかと思ったのだが、剣道をやっておら

れるということで受け入れることにした」と

まず言われました。「先生のつもりでやっても

らっては困る。善悪の基準を改めてもらいたい。

うちは商人だから儲けて利益を出すことが『善』、

損して赤字になることは『悪』。その基準をし

っかり胆に銘じてやんなさい」。翌年４月から

入らせて頂き、２日目、腕のいい一番番頭が上

司に付きゼンリン地図を持たされ車で激戦区

に連れて行かれました。車から降ろされ「お客

様確保のため積立をしてもらう『友の会』組織

への勧誘をして来なさい。１日８０軒は回れる

から」と言われ途方に暮れましたが、一軒一軒

しらみ潰しに回りました。しかし、全然相手に

してもらえず、中には取り込み中の家もあり、

えらい剣幕で怒鳴られたりもしました。する

と次の家のピンポンのボタンが押せないんで

すね。夕方、自転車屋の奥さんが１軒だけ入

ってくれました。帰ってから先輩の番頭さん

は１日８軒も入会を取ったということを聞き

たまげました。だから私は家に営業の人が来

てもつっけんどんな態度は絶対取らないよう

にしております。池田屋さんの社長は男気の

ある方で柔道家でもありました。おっかない

人でしたが本当に優しい人で、良い所で勉強

したなと思っております。

　３、４年前、戦前の藍染の半纏をお持ちにな

ったお客様に、子どもに着せるから小さくし

てもらいたいと依頼されました。絹布や浴衣

の仕立屋さんは抱えているのですが、藍染の

半纏は針が通らないため、趣味が「裁縫」の私

が仕立て変えることにしました。解いて行く

と縫った方の針跡が判るんですね。今の半纏

はほぼミシンですが、綺

麗な針目、角の処理、力

の入る所の補強の仕方等

を見て感激してしまいま

した。今、これを縫える

人は居ないだろうなと。

　着物というのはそれぞ

れ「技」で支えられている

仕事なんですね。仕立屋

さんも染物も紬とかも大変ハイレベルな技術

に支えられている。

　つい最近まで男物の絹の着物は全国の半分

以上が「飯能大島紬」でした。１０数年前に「飯能

大島」に改称したのですが、以前は「村山大島」

と言っていた。残念ながら今、男物は作れなく

なりました。「板締め」と言って、糸の段階の

絣を板で締めて染め抜き、それを地域の方々

が内職として手機で織っていました。

　着物には「約束事」がある程度あり、夏は夏

の着物、冬は裏の付いた袷の着物を着ること

になっています。５月、９月は丁度中間で一重

の時期です。小物類もそう。和紙に柿渋を塗っ

た江戸扇子は１万５千円位でしたが今は安い

中国製が量産されて日本製が無くなってきた。

　浴衣も仕立てれば２、３日かかるので１万円

はかかります。ところが中国製は８００円。

下駄まで揃えて一式３千円。品物が全然違う

ということでうちでは扱うのを止めました。

本来、浴衣は「染め抜き」。東京や浜松等で本染

め藍を作っていますが、裏も表も無いのが浴

衣なのです。中国の物は「プリント染め」。残

念ながら良い物が売れなくなってきたという

現状でございます。

　日本人の“日本人でありたい”という気持ち

というのは底に流れているもので、お祭り衣

装や茶道、邦楽等、そういう方面でも着物は無

くならないのではないかと思っております。

着物は本当に奥が深く、例えば、羽織の裏等に

男物は大変凝るものです。皆様のお家の中に

もおそらく素晴らしい着物が眠っていらっし

ゃると思います。機会がありましたら陽の目

を見るよう是非着て頂きたいと思います。

　今日は羽織の紐の結び方を覚えて頂きたい。

着物は袖だたみしますと１枚の板になります。

洋服と違って平面になるように作られている

のです。手拭いもいろんな使い方が出来ます。

　明治時代の写真を見るとぐずぐずに着崩れ

ている。だから、そんなにかっちり着ることは

ないんですね。私も今、下締めなんかはせず帯

一本だけ。気楽に着ればいいのです。尻っぱし

ょりにたすき掛けで何でも出来ちゃいます。

　私は明治の時代が好きなんですね。慶応４年、

「五箇条の御誓文」が二条城で発せられました

が「広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スヘシ」等、

当時の人は歓喜したんじゃないかと思うんで

すね。「教育勅語」も評価はいろいろあると思

いますが、とっても美しい。時代を経てまた陽

が当たるんじゃないかと思っております。
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