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第42回例会昭和58年6月14日（火）晴
へ

◇水野(民)会長挨拶

第42kIIの例会が開催されL[く御礼II1し上げ

ます。先週は九州と[ |1岡へ災界の仕 |11§で参
り，そのlllil州の|H1隙をぬって|: |杵の禰仏と占

備路を廻りました。

府仏ば|､“〔の仏像とその詳説がﾉ<分異り，

特にﾉ<I 1如来のご尊顔は奈良の人1･1如来と寸

分違わないお顔ウ:ちです。

しかしその辺りの稗隣や仁l;の仏ば，陸|火

のものとよく似て居ります。

そのあとで,'i~術路のI型1分､¥,憧津神社を兄

て参りますと，その#|澱の職造にl!17様が取り
入れてあり，この間に!'!|卸。緯|測と奈良の郁
との間の交流が偲ばれ， I I ! | 1<|の瀬戸|ﾉ1海を通

じての文化のありさまが~｢数l'l.ｲ『~さかのぼっ

てしのばれた次第です。

ノテ11のスピーカーは，特例を除いて初めて

の外祁のスピーカーの方で，ほていやさんは

i l i村淵の紹介ですが，次の通りです辱雌後意

でご静聴の凝お願いします。

◇トロント国際大会ツアー竹内委員長報告

6月41 1，小牧を出発して昨'1131 1夜，艇
一猟に一同滞後省もなくハI}って参りました。
5 1 1にはトロントの入会にIM膳し, I伽笠R

I会長のメッセージを伺って参りました。初

めてのi測際ﾉ<会の参加で不悩れな点もあり，

又RIノ<公1；務局のインフォメーションに対

しましても| i<|民性の相述から多少の行き迷い

もありましたが，バナーの交換も済ませ将I丑I
のRtnたちと友好を深めて参りました‐

その後はケベック， ロッキーの山越え，パ

ンフでの乗,!!j, テニス，ゴルフ，バンクーバ

ーまでのﾀ|j!|[の旅，めったに行かれないジャ

スパーパークロッジなど多くのレジャープラ

ンを満'喫して参りました。

来ｲﾄの災1 lilバーミンガムの人公では， さら

に充実した参加ができるように，帰路の機II!

◇“奉仕の理想”

◇出席報告

会員47名出l,'if 31名

出IIf率65.96影

◇前回 6ノ17日（修iliilll,'i';*)97.87%

makeup

l'il l ljg(6/861A･),安藤君(6/5iml際ﾉ<会),林慈

(6/5"|擬人会),加藤(火)調． （6/11'､j~ l l l),加藤
(保)>ﾊ･(6/11'j: l l l),菊池関･ (6/5II<|際大会),"

野洲(6/51.lil隙人公),水野(賀)(I(6/1fl 1合),成
IIIW(6/51fl際ﾉ<公),新芙荊(6/5I:KI際ﾉ<会), ↑灘

野瀦(6/3港),"/k(iE)君(6/8W1"),竹内證(6
'5岡|蕊大会), ml lll IW(6/51測際ﾉ<公), 1 1 1村瀦(6

/13束）

◇ビジター紹介7名

◇誕生日祝福

矢野調.(6/19）

◇ニコボックス

トロン|､ I IM際大会ツアー参加荷一・同（国際

人会雌 j;:終了しました),矢野,蘭(誕生祝）
◇三輪副幹事報告

1． ロータリーの友6月弓･と次ｲ｢度ロータリ

ーTl限が1,llいておりますのでおl･!iち州り卜．さ

いむ

2． 次'且'例会（6月21口）ばクラブアセンブリ

ーを松楓|淵にて午後6時より行いますのでお

間迷いのないよう願います。

3． 次ｲ1t度クラブ計l'lli 1 II:を作成しますので，

次年度各委興長は原稿を'11:務局に提出して~ﾄﾞ

さい。

◇ボール・ハリス°フェロー記念メダル授与
竹内淵．，菊池7；

◇バナー披露

VenturaRC,USA, 725地|>< (ニューヨ

ーク)RCII<|隙大会参加,氾念パナー(I到際入

会参加者）

へ
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ました~いわゆる恋人を迎えて皮具がなく，

紐さえ腓けば， それで皮具の替りとして， ひ

とつの愛を紬ぶという様な又そうしたものに

非常に使われた時代もあったという，1!3が歴史
の' | 'に言いにえられております。

この様に'二1本伝統のきものは民族衣裳とし

ての歴史があり． iゞ |本文化として残っており

ます。私共もこの大切な迪産を後|| |:に末永く
残し又仏えてゆかねばなりません。 きものを

愛するfiがあってこそ| |本文化として育って

ゆくものだと思われます。

◇職場訪問 （親唯活助・職業雅仕委典会）

FL8竹内真三君産婦人科・竹内病院

干価Kjl兄坂Ⅲ1．，覚岻II1から未開通りに卜

る左側に竹|ﾉ1病院はある。玄関を入ると肺か
な者楽が流れている。令夫人のきめのこまか
い配噛か。 I IH和29年猫ﾉ<|災学部を卒業しﾌこ氏
は昭刑|30fliから33fltまでl l l原l)",}人,ﾄ|に勤
務， Ⅱ州'33ｲ|土束l l lで竹内産囎,}人科ｲli粥上として
開院した‐ 大学の生蠅上γ:教室で現代唯理学
（連動'|JJI!学）で譜題となる筋肉について
「ひき此のスローマッスル， ファース|､マッ

スル」のlili先をしたという氏の昔話しに人IH1
的魅ﾉ｣と心の安らぎを感ずるc昭和45年j]兄
坂で現ｲﾋの竹|ﾉj病院を|朏没，医附ll, fi|"i ,}を
はじめ20f',のスタッフである、すでに5,000

名を超える新生児を扱った。医|}lliとしての努
力は勿論だが「患者の生命ﾉJに助けられてい

る」とあくまでひかえ[1． 1 |々鮭眼で/『まで
のキャリアを生かしベストをつくす、それが

私のIi.灸です。 と噸もしい限りである。 トロ
ントの' '1隙ノミ会に出|,'i'iしｲ<野氏也会災によっ
て誕生したこの干祁ロータリーをいかに航行

させるか2代目会長の手腕に期待したい。忙
がしさにまぎれ，好きなゴルフも{' | '々できな

い。小唄,"*LI星とそ②趣味は広く，眼鏡の奥
のやさしい眼差しがい(1

（文武． 'ﾊ: '㈹

◇例会場臨時変更のお知らせ

名古屋和合ロータリークラフ

通常例会場 名古屋国際ホテル
臨時例会場 ホテルナゴヤキャッスル

TEL 521-2121

期 ’ '1 7月6日（水）～8月31日（水ノ
（注：この期間，国際ホテル
での受i,|はありません）

◇例会変更のお知らせ

6Ⅱ271 1 （月）名古隅! | IRC FSMの為，
名古陛観光ホテルにて

5 :45pm

6月29u (Jk)名古屋名北RC FSMの為

平安殿にて5 :30pmより

◇次回例会（6月211 1)

クラブアセンブリーの為，卓話はございませ

ん。

◇次々回例会（6凡281 1 ）

卓話“別学生談義”

会員矢野勝久君

で一同反宵を兼ねて話し合いました〆

クラブ発足以来＞ ｜」も浅い今日なのにこれ

だけﾉくきな大会出職というツアーを無‘撰に終

えることができたのも洲~iクラブ会l1,淵氏帷び

に｣=I務局,渚娘の|喰ながらの御支援のおかげと

感謝いたします。

◇講演

“呉服の変遷”

（株)ばていや取締役祉艮猪飼誉之氏
（紺介者 l l l村,油二君）

きものは，民俗衣裳として又' 1水の文化と

してT~iって参りました。 ，そこには暗い朧史が

あります、

／ﾄをさかのぼる7，000年前, -1. 1更｣M在注[|

を浴びております|林が′ |iまれました。 ‘その当

l1fは衣料はなく自然の水の皮などの繊維系統
のものを絲，緯に刑lみ合せて衣料の件りをし

ていた| | !i代がつづいて，やがてl梛が′|品まれひ

とつの形として織物が行って参りました。

次に紺ですが，紺の朧史も,lr くp f'『から

4,000'il刑に誕生しました。戦l){jは| |水輸出
の雌たる茶|'|:で有ｲllな雌境におかれたもので

すが，雌近はきもの以外に使われるものが少
なくなり， ノヒ産が端ちて参りました。呪71却

酎アジア或いは'紳凶聯から高価な力||税で輸入

され非'Iilrに尚<なっております。

次に羊毛は3,000114の歴史があり，綿は

2,000flfを超える朧史があり， それぞれ天然

繊維というものは4段階に分けられており，

そしてノド| ｜まで織物というものはﾉく然繊維に

課せられた定跡は果たされたというも”の，
まず｣兇在のきものというものは，紺に上体性

をおびており，紺はなくてはならないひとつ

の繊維として又氏族衣裳として4，,|人を' ' '心と

したひとつの流れがあります。

そして現在完成されたきもの姿になってお

ります。又完成される以前のものに男物きも
のには椎丈で着丈しかありません。女性には

「はしおり」があり不思議な｢i'iもあり， これ

がなければ， 用尺も少なくてすむのではない

かと港えも浮かぶかしれませんが， これは完

成される前のいろいろな旅れがあります~

／rから2,000年を超える前， その]I1時は綿

もありませんから， 使具なんか(よほとんど

口本n41ﾉ1には生座もされていなしい，児た’打
もないという時代でしたから， この皮具とい

うものをどうするかといえば，蕊又はいろい

ろなもので夜具を作って暖をとっていた時代
もあったそうです． この様な~liが私共に言い
仏えられ，学びのひとつとして今' 1まで来て
いるのです。
きものの長さは｣Wﾋ鯨尺で4尺2寸～3寸

ですが, 11Yが高くなっておりますから4尺5

寸はありますが， そして油の「はしおり」を
1'ﾄるのですが， その当時夜具の杵りをしてい

へ
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