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・ビジター　第２５７０地区 日高ＲＣ
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・米山記念奨学生　リュウ・ユウヒさん

・卓　話　石井幸良様　鈴木敏蔵様�

【会長報告】

　本日は日高の高林翁の卓話をして頂きます。

　９／２９フレッシュマンセミナー（智光山）。

いろいろなセミナーは「セミナー報告」等で伝

達を今後もよろしくお願いしたいと思います。

◎リュウさんに奨学金贈呈（拍手）

　【幹事報告】

・ロータリーレート１＄＝８０円�

・日高３０周年１１／２６チャリティゴルフ開催�

・１０／３第５回役員会１１時半�

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　服部君

　１１／２６第２回日高ＲＣチャリティゴルフ

大会は高麗川ＣＣにて開催。参加希望は私まで。

１０／１７夜間例会もお申込みお願い致します。

◎雑誌委員会　　　　　　　　　  市川（昭）君

　ガバナー事務所より地区『ロータリーの友』

購読状況一覧。会員数と実購読数の差が一番

多いのが飯能。会員数５４に対し７６冊、２２冊の

プラス分は公民館等１７か所にメール便で配付

しています。日高は１２冊プラスで３位。いかに

地域に貢献しているかが分かるデータです。

◎矢島巌パスト会長より会葬御礼�

　母の葬儀にはクラブよりご芳志、生花を頂戴、

多くの皆様にご参列、ご芳志を頂きました。

有難うございました。悔いのない大往生でした。

【出席報告】無断欠席・ＭＵなし　中里（忠）出席委員長

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・今日はお世話になります。いつも子クラブ日高

　ロータリーを可愛がって頂き有難うございます。

  （日高）引間 豊様、石井幸良様、鈴木敏蔵様

・日高ＲＣ引間会長、鈴木パスト会長、石井パスト会長、

　ようこそいらっしゃいました。卓話有難うございます。

　大木君、吉島君、間邉君、木川君、高橋君

　　中里（忠）君、安藤君、山川君、吉田（武）君

　　　　　　　　　　　　　島田君、小川君
・不覚にも熱中症に起因するけがで、長期入院を強いられ
　 ました。会からはお見舞いを頂き有難うございました。
　 まだリハビリ中ですが、どうにか動けるようになり、健康
　 体の有難みを痛感しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　柏木君�

・７９才になりました。淋しいかぎりです。木川君�

・母の葬儀には大変お世話になり有難うござ

　いました。　　　　　　　　　  矢島（巌）君�

・早退　　　　　　石井君、服部君、木川君�

本日計４０，０００円、累計額２９６，６１０円。

◎３日例会当番は中里（昌）会員、中里（忠）会員です。

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　高橋プログラム委員長

　製茶機械発明の先駆者・高林謙三翁を顕彰

する会の石井会長、鈴木事務局長は共に日高

ＲＣパスト会長。有名な方ですので詳細は割

愛させて頂きます。

石井様／高林謙三翁の銅

像建立は日高ＲＣ３０周年

の冠の付いた行事。私共

はこれを重点的に盛り上

げて行こうと会を発足、

Ｈ１7年に４人で始まりま

した。後に全ロータリア

ンが参加して組織化。「親

の背中を見て子は育つ」

という事で、飯能クラブの熱情に感謝申し上

げているところでございます。

�　私共は高林謙三がどうして発明に至ったの

かというところから勉強しました。

「お茶」は『日吉社神道秘密記』に、比叡山の最

澄が唐から種を持って来て栂尾に植えたとい

う記録が残っています。また、出雲伊波比神社

境内にある、天保３年に建てられた「重闢茶場

碑」によると、栄西禅師が宋から種を持って来

て筑前の背振山に植え、その後、弟子が各地に

広めたと書かれているそうです。

「お茶」が全国的に広がったのは、神社やお寺

に種が配られたという事があります。飯能、日

高方面には高麗神社系の白髭神社が多いわけ

ですが、川越の日吉神社を通じてこの辺に広

がっていったのではないかと推測しています。

今は「狭山茶」ですが、当時は「河越茶」として

広がり、お茶の「五場」として有名だったと本

に書いてありました。

　１８３２年（天保３年）、日高市北平沢の小久保

忠吾と横手きくの間に謙三は生まれました。

謙三の物語については、川越・喜多院斎霊殿

に墓があり、その墓石に製茶機械発明履歴が

刻まれておりまして、私共はそれを基に研究

して参りました。�最期は静岡・菊川市で亡く

なります。菊川の人はその後も川越まで毎年

お墓参りに来ていたそうですが、大変だとい

うので、菊川の報恩寺に分骨、墓碑を建立し

ます。私共もそれを見て参りました、立派な

墓石が建っており、さすがにお茶の本場だと

感じて帰って参りました。

　北平沢には今も横手家、小久保家、共に存在

しております。

　１６才で医者を志し、越生の権田直助に漢方

医学を３年程学び、佐倉藩の佐藤尚中（順天堂

創始者）から西洋医学を学んで、後に川越で開

業します。それが当たって、川越藩の侍医に

まで上り詰め、財を成した謙三は、茶園の経

営を始めます。当時、日本の輸出品は生糸と

お茶。生糸は八高線沿いが産業の中心でした。

輸入が多く、収支のバランスが悪い事を察し、

謙三は、手揉みでは１日せいぜい５キロだっ

た製茶の機械化に取り組み始めます。日本の

特許制度が始まり、第１号は軍艦塗料を発明

した人でしたが、第２、第３、第４号と謙三

が特許を取ります。医者も辞め、彼は意気揚々

と製茶機械の発明に尽力したわけです。

　しかしながら発明というのは捗々しく行か

ないもので、お金が無くなってしまう。５４才

の時、県の勧業資金に「２千円を貸してくれ」

と申請し「１千円貸す」との返事が来た。茶畑

を担保にしたり、川越の岩沢家から８００円を

借りたりして事業に専念したが、翌年にはそ

の１千円が返せない状況になってしまった。

最初は３年月賦で借りる約束が、１０年月賦、

５０年月賦となり、最後は「待ってくれ」とい

う申請をして認められたそうです。県知事も

「新しい産業のために」と受け入れたという事

です。お金には非常に苦労しました。謙三は

医者をしていた弟の家にも借りに行った。最

初は表玄関から、後には台所口で奥様から借

りています。「１千円」はとうとう返さず終い、

茶畑を売って岩沢家の借金は返したそうです。

　埼玉県の茶業界ではあまり認められなかっ

た謙三の機械は、菊川の松下幸作氏によって

静岡の工場で製造されるようになります。手

揉み茶の方が良いという主張もあり、手揉み

名人の大石音蔵氏（島田市）と製茶機械と競争

させたところ、大石氏が負け、謙三は彼に機

械を２台譲ったとの事です。

　埼玉県では日の目を見なかったわけですが、

静岡に行きましたら見事に当たりまして、お

茶の生産に非常に貢献したわけでございます。

今も存在する「（株）松下工場　高林式製茶機」

の佐野氏から、九州・八女に残っていた１００年

前の製茶機械を譲り受け、日高市に持って来

ました。内容は、コンピュータ制御の現在の

機械とほとんど変わっていません。

　日高で生まれた立派な人を顕彰しないわけ

にはいかないという事で記念事業としました。

鈴木様／３０周年記念事業

部会長として２つの事業

をやらせて頂きます。第

２回チャリティーゴルフ

大会「高林謙三翁銅像建

立支援」と銅像建立。配

付の「趣意書」をご覧頂き

たい。ご寄付頂いた方の

ご芳名は台座部に刻ませ

て頂きます。今月初め、１０名程で製作者の田

畑先生の所におじゃまして来ました。富山県

高岡市には銅像の注文が全国から集まるそう

です。大勢に関わって頂く事に意義を感じな

がら寄付のお願いをしていく覚悟です。川越

や地区にもキャラバン隊で参りたい。除幕式

は４月後半位。ご協力を切にお願い致します。

※次週の例会案内は省略。
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　日高で生まれた立派な人を顕彰しないわけ

にはいかないという事で記念事業としました。

鈴木様／３０周年記念事業

部会長として２つの事業

をやらせて頂きます。第

２回チャリティーゴルフ

大会「高林謙三翁銅像建

立支援」と銅像建立。配

付の「趣意書」をご覧頂き

たい。ご寄付頂いた方の

ご芳名は台座部に刻ませ

て頂きます。今月初め、１０名程で製作者の田

畑先生の所におじゃまして来ました。富山県

高岡市には銅像の注文が全国から集まるそう

です。大勢に関わって頂く事に意義を感じな

がら寄付のお願いをしていく覚悟です。川越

や地区にもキャラバン隊で参りたい。除幕式

は４月後半位。ご協力を切にお願い致します。

※次週の例会案内は省略。

石井幸良様 鈴木敏蔵様

当 番 前島君、森君

“ 奉仕を通じて平和を ”

新 世 代 の た め の 月 間

重 点 課 題 は 奉 仕 の 追 求

安 藤 泰 雄 島 田 秀 和

例会場：マロウドイン飯能

晴

鈴 木 秀 憲

田 中 作 次

“各ロータリアンは青少年の模範”

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

８５．７１％

日高ロータリークラブ 元会長

高林謙三翁（製茶機械発明者）について


