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［第 3 グループ内の例会日］

狭山(金)、新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火)
所沢(火)、新所沢(月)、所沢西(水)、所沢東(木)、所沢中央(月)

第 905 回(7 月 10 日)例会の記録
点 鐘
合 唱
第２副ＳＡ
卓話講師
ビジター

※出席報告
会員数
30 名

若松泰誼会長
四つのテスト
寳積君、石川君
染色家 高原アイ子様
狭山ＲＣ
田中滋晃様、田口伸一様
新狭山ＲＣ
西澤長次様、小川正幸様
出席者数
24 名

会長の時間

出席率
77.78％

前回修正
96.99％
若松会長

昨年 2570 地区職業奉
仕部門の企画で「我等の
生業」の原稿の募集があり、
応募させて頂きました。
ありがたい事に皆さんの
前で発表して欲しいという
依頼がありまして嵐山町
の国際婦人会館で発表し
てきました。大勢の皆さんの前で自分の事を話すとい
う事は、とても勇気のいる事でして喉がカラカラになり
ましたが、皆さんが耳を傾けて聞いて頂いたことに大
変感謝しております。
私どもの会社は今年で創立４０周年になりますが、
→原稿の中ではその辺の経緯（いきさつ）を書せて頂
きましたが、今日はその時書けなかった部分を自己紹
介を兼ねましてお話しさせて頂きます。
私は１９４３年(S１８年）に宮崎県日南市に生まれ、
中学まで親元で過ごし、高校では３年間寮生活をして
おりました。小さい頃から大変元気の良い方で親元を
離れた高校３年間は「糸が切れた凧」みたいに正に自
由奔放に過ごして来たような気がします。一応、厳し
いクラスではありましたので 成績が悪いと落第という
事に成る訳ですが、当時から私のモットーは「最低の
努力で最高の結果を出す」でしたので多少の努力は
しましたけど基本は如何に大きな結果・成果を求める
事には違いありません。

我々のクラスは高校３年間、同じ担任の先生で正に
親子関係の様で厳しい毎日でしたので大変な３年間
でした。私がラッキーだったのは親より厳しい担任の
先生に嫌われましたが、他の先生方には信じられな
い位、大事にされた事です。こういう光景は今も私の
回りで時より起きている様に思いますが、問題が起き
た解決法を当時、先生を介して覚えたのかも知れま
せん。
無事卒業後、関東地方に行きたい自分の志とは逆
に鹿児島のパルプ会社に就職し、７年半程おりました。
鹿児島時代、世間知らずの悪ガキが単に年齢が増し、
大人になったと言うだけで多くの皆さんに迷惑を掛け
てしまい、「飲む・打つ・買う」を徹底的に追求した７年
間半でもありました。でも一番良かったのは生涯の伴
侶となります女房と出会って一緒になれた事だと思い
ます。その辺の話をしますと長くなりますので今日はこ
の辺で止めておきます。
鹿児島の会社を辞め、東京の義兄の会社へ勤めさ
せて頂き、３年後の１９７２年（S４７年）に独立して今日
に至る訳ですが、その長い年月の間に発生した不思
議な縁の出来事がありましたのでそこを話させていた
だきます。
一つ目は１９６９年(S４４年）７月上京の途中で泊まっ
た 義姉の家で見た TV ニュースで「アポロ 11 号
月面着陸、アームストロング船長が月面を歩く」
でした。 これから宇宙の時代が来るのかなぁ？
二つ目は若松電気から大星電機に社名変更、
無意識の中で星を採用した事です。
三つ目は宇宙関係の仕事を受注した事です。
この三つの出来事は偶然では無くて、神様のイタズラ
の様な気がします。（神様からのお召があったのかも
知れません）
お陰様で大星電機と命名した事で宇宙関係の仕事
は随分と順調に推移しております。
ネーミングはつくづく大事な事であると今感じている所
です。

幹事報告

稲見幹事

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ロータリーの友地区委員会セミナーについて
ガバナー月信、原稿執筆について
埼玉新聞への広告掲載について
日韓親善会議参加について
航空自衛隊入間基地納涼祭について
第 2 回青少年を育てる狭山市民会議理事会開
催について
7. 例会変更通知
入間南ＲＣ 所沢ＲＣ 入間ＲＣ
新所沢ＲＣ 所沢中央ＲＣ 所沢東ＲＣ
8. 受贈会報
入間ＲＣ 飯能ＲＣ 所沢東ＲＣ
所沢ＲＣ 入間南ＲＣ
9. 回覧物
学友会だより

委員会報告
国際奉仕) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 栗原(成)委員長)
7 月 28 日からモンゴルに植樹に行く訳ですが、
植樹した場所に立てて来る看板が出来ました。若
松会長が作って下さいました。ありがとうござい
ます。絶対に風雪に耐えるような頑丈な物です。
出来れば裏に我々ロータリーのメンバーの名前を
貼れたらいいなと思っております。

狭山ロータリークラブでは前年度、最終例会で残
念なことですが 1 名の会員の退会者が出て会員 17
名となり、本年は駆ってない厳しい年度になりま
した。
私どもの現状をも考え、本年度は新狭山ロータリ
ークラブ西沢会長様、小川幹事様、また狭山中央
ロータリークラブの若松会長様、稲見幹事様と共
に、ご相談しながら市内 3 クラブの交流活動等を
していきたいと思っておりますので、会員皆様に
は一層のご指導、ご協力を頂きたく宜しくお願い
申し上げます。
まず、自己紹介をさせて頂きます。
私は、十一屋田中酒店の 4 代目として昭和 14 年に
狭山市入間川に生まれました。高校を卒業し、2
年 8 ヶ月東京日本橋の業務用専門の小売酒販店で
事後と見習いを経験してきました。28 歳の時父が
他界し、家業を継ぐことになり、今に至っており
ます。現在は 5 代目の息子に仕事を任せています。
ロータリークラブへは故俵木元ノ輔様の推薦で、
平成 9 年入会で今年 16 年目です。
現在は、埼玉県連所沢小売酒販店組合、所沢酒
販協同組合で各理事役員を務めています。平成 15
年には国税庁から管轄税務署管内 2 名の委嘱を受
け、酒類業組合法に下づき、組合員に酒類販売管
理者研修の講師をしています。
時代は変化をしていますが、48 年の歴史と先輩
方の実績を汚すことなく思いやりのある狭山ロー
タリークラブを目指し、会長、幹事一体となって
努力し、友情と奉仕に邁進する所存ですので、1
年間、皆様方のご協力をお願い申し上げます。

幹事) 田口伸一様)
皆様には大変お世話になるかと思いますが、今
後どうぞ宜しくお願い致します。

この後、例会終了後モンゴルへ行く説明会を行い
ますので、関係者はご出席下さい。

≪表敬訪問ごあいさつ≫
狭山ロータリークラブ会長) 田中滋晃様)
本年度狭山ロータリークラブの会長に就任した田
中滋晃と幹事の田口伸一君です。
会長幹事就任挨拶のご挨拶に伺いました。聞きま
す所、貴クラブが 20 周年を迎えるとの事、誠にお
めでとうございます。心よりお祝い申し上げます。
先日は若松会長様、稲見幹事様にはお忙しい中、
新狭山ロータリークラブ西沢会長様共々表敬訪問
して頂きありがとうございました。
7 月 6 日が初例会でしたが、第 2303 回の点鐘をし、
改めて会長、幹事共々重責に身の引き締まる思い
でした。

新狭山ロータリークラブ会長) 西澤長次様)
私は新狭山ロータリークラブで会長に指名され
ました西澤と申します。本日は小川正幸幹事と共
にご挨拶に参りました。
初めての方もいらっしゃいますので、簡単に自
己紹介をさせて頂きます。
私の産まれは埼玉県の都幾川村で、越生や小川
がございますが、そのもっと山奥の平というとこ
ろで生まれました。
職業は空調設備保守管理・修理「主に公共事業
が中心」電気工事です。
事業の開始は西澤電気として、１６号国道から新
狭山駅へ向かって信号機近くです。
１９６７年 昭和４２年４月
主に家電販売、電気工事、管工事業(セントラ
ルヒーティング)
１９９２年、平成４年４月
(有)クリエイトに名称変更

２０年前にすかいら〜くグループの業務
藍屋・夢庵の新築店舗、空調設備設置工事開始
空調設備保守管理・電気工事
１９９３年 平成５年からは
主に、［空調機設保守管理・修理］
(藍屋・夢庵) (ジョナサン、バーミヤン)
(SKYLARK･GARDNS・すかいら〜く、ガスト)
並行的に［機械警備（監視カメラの設置）］業務
(万一の場合･すかいら〜く本部へリアルタイム
で画像を送信)
その他の業者として、モンテローザ ｢白木屋」、
｢魚民｣、｢笑笑｣他の店舗の［空調機設保守管理・
修理］を行っております。
遠方地区としましては、伊豆七島の大島の先、利
島・新島・敷根島などの公共施設の空調機設保守
管理・修理を現在も行っております。
業務を開始してから今年で４５年目です。
経歴としまして
狭山市民生児童委員昭和 60 年 4 月〜 (2 期)
狭山市社会福祉協議会、新狭山支部長 7 年間
私のロータリー歴は２００４年入会ですので、
８年です。改めて会長としての大役と事の重大性
をかみしめております。
「新狭山ロータリークラブ
は２６年を迎えます、会員数は２３名です。」
幹事の小川正幸さんと二人、力を合わせて頑張
りますので共々よろしくお願いします。
私は、職業、親睦、奉仕の三点を重視したいと
思っております。ロータリークラブは職業に誇り
を持つものが集い、親睦を深め、社会のために奉
仕する。奉仕活動を通じて親睦が更に深まり、結
果として職業に良い結果をもたらすというクラブ
を目指して行きます。
なにぶん浅学、且つ無能な私でありますので
皆々様から絶大なるご協力をいただき何とか会長
職を全うしたいと思っております。
どうか「ロータリーの友愛精神で」狭山市内の
同じロータリークラブとしてこの１年間、皆様の
ご支援、ご協力を宜しくお願い申し上げます。

幹事) 小川正幸様)
職業は稲見さんと同じ業界の仕事をしておりま
す。稲見さんがあんなに表彰を受けていることに
非常に驚きました。
簡単に自己紹介をさせて頂きます。私は生まれも
育ちも狭山の堀兼で、今現在は新狭山に住んでお
りますが、会社は入曽にあります。もともと 36
歳までサラリーマンをしておりまして、ひと月の
内半分以上は出張で、日本国内を飛びまわってお
りました。今でも、飛びまわることが好きで、茨
城や新潟に会社の事務所を構え、私が遊ぶために
事務所を構えているのではないかと言われること
も時々あります。
私はロータリーに入会してまだ丸 4 年です。ま
だまだ経験不足、あるいはロータリーに関する知

識というものが全然足りないかと思います。狭山
中央さんを始め、狭山ロータリークラブの皆さん、
そして当然我がクラブの諸先輩方と色々力を合わ
せやっていきたいと思いますので、1 年間宜しく
お願い致します。

「外来卓話」・・・・・・・・
『草木染について』
染色家

高原アイ子 様

染は 27 年ほどやっておりますが、このような席
でお話するのは初めてですので、緊張しておりま
すが、お話させて頂きたいと思います。
皆様も｢草木染｣という言葉は耳にされていると
思いますが、歴史上では 4000 年から 5000 年位前
に、エジプトのミイラが付けていた藍の布が一番
古いものだそうです。私も紺屋藍・インド藍・生
藍等で染めておりますが、そんなに昔から藍を染
めていたということは知りませんでした。藍とは
防虫作用がありまして、恐らく古代から虫を防ぐ
ために最初に使ったのではないかと思います。
化学染料とは違い、草木染めは自然にあるもので
全て染めますので、身に付けていても、また大き
なもの(ベッドカバー)にしても、とても心地が良い
ことと、やはり自然界からの恵みを頂くので、そ
うした満足感も自分の中にあります。そして化学
染料のようにすごい色が沢山出るわけではありま
せんが、自然の色は素晴らしいと思うことがたび
たびあります。
最初に草木染の材料ですが、私は今所沢に住ん
でおりますが、比較的家の周りにあるものです。
木ですと｢さるすべりの木｣、｢もちの木｣、｢さくら｣、
｢梅｣、｢ビワの木｣等です。草ですと、｢ヨモギ｣、｢イ
タドリ」、｢セイタカアワダチソウ｣等が全て染まり
ます。また花は｢菊の花」、｢バラ」、｢べに花」等で、
染める材料は身近に沢山ありますので、私たちが
長く続けてこられたのは、こういうことかなと感
じております。そして染めるものですが、
「木綿」
、
毛糸になる｢原毛｣を染めまして、それを紡ぎ、織
ったり編んだりします。そのほかには｢絹」、｢麻｣
等を染め、そして染めたものでバックや暖簾など
を作っております。毛糸を染めた場合にはセータ

ー、手袋、帽子などを編んでおります。
今日は狭山中央ＲＣには、お茶屋さんが何軒か
いらっしゃるので、お茶(日本茶)での染め方を説明
したいと思います。白い絹のスカーフ 2 枚、お茶
を 100ｇ用意致しました。そして染める時に少し
変化を持たせるために、輪ゴムで結わいたものを
1 枚、普通に染めるものを 1 枚としました。
まず、ステンレスの鍋にお茶を入れます。普通の
植物ですと 30 分位煮なくてはいけないのですが、
お茶の場合は生成されておりますので、10 分位で
色がでます。そしてそれを濾します。その中に、
スカーフを 2 枚入れ 20 分位、火を点けない状態で
撹拌をよくします。1 枚はそのまま、もう１枚の
方は鉄焙煎、草木染の場合は色素がなかなか出に
くいので焙煎をします。
銅焙煎・鉄焙煎、ミョウ
バン等色々ありますが、
鉄材を少し加えますと、
お茶が紫色になります。
結果薄い色の物と、濃い
色の物が出来ました。こ
のような楽しみ方もあ
りますので、私は薄く染
めたり、鉄の量を変え濃
く染めたりしています。例えば毛糸を染める時に
は、白い毛糸を水にたっぷり浸しておきます。そ
して玉ねぎの皮をステンレスの中にたっぷり入れ、
30 分位煮ます。そうするととっても濃い色がでま
す。玉ねぎは比較的一年中行いやすいので、私は
常に玉ねぎの皮は集めており、それでも量が中々
貯まりませんので、お友達にも頼んでいます。
私は玉ねぎの色が一番好きなのですが、よく麻
を染め暖簾を作ります。最初は薄い色なのですが、
重ね染をします。そして暖簾などは字を書きたい
ときは、墨で書いたり、また逆にハイターで色を
抜いて字を書いたり、着物の端切れを付けたりし
て作成しております。玉ねぎはとても色が入りや
すいので、他の色に重ね染するときにも使えます。
椿の実をお友達から頂いた時には、果肉の部分を
煮まして染液をつくりました。量的にはお鍋にい
っぱいで、少しですとなかなか色がでませんので、
材料は出来るだけなんでも沢山揃えて、染液を作
ります。マフラーやスカーフは絹や麻でできてい
ますので、とても染めやすいです。最初に始めら
れるときにはこのような素材を使用すると良いと
思います。
私の失敗談は、お友達がヨモギでとても良い色
を染めておりまして、自分でもその色が欲しいと
いらない鉄の鍋で染色をしました。すると友達の
ものはきれいなグリーンであったのに、私のもの
はくすんだ色に染まってしまいました。その理由
は、鉄のお鍋を使っていたため、焙煎されてしま
ったのです。その時に、ステンレス鍋やホーロー
の鍋が染色には向いているということが分りまし
た。またヨモギの場合は、お鍋にいれると最初に

とても濃い色がでます。それで良いのかと染めた
ときにも色が付かず、その理由はアクでした。ア
クは染料にはなりませんので、一度目の染液は捨
ててしまいます。そして二番液、三番液、四番液
と作り、薄くなった色の方が綺麗な色になります。
川に行った時には、必ず鍋等染める材料を持っ
ていきます。川は水があり、火を燃やしても大丈
夫な環境なためとても都合が良いので、そこでヨ
モギを取り染色したりします。化学染料と違い、
染めた液を川に流しても全く害がないので、そこ
で染めて帰るときがあります。
苔も染まるのではないかと試してみたことがあ
ります。アンモニアを入れて色を出すという方法
が最近わかりましたので、次に試してみる時には、
アンモニアをいれて、発酵させるような状態にし
てピンク色や赤色のスカーフなどを染めてみたい
と思います。
またクルミですが、とても良い色がでますので、
クルミを入間川に採りに行き、果肉の部分を潰し
て染めたりしています。
カバンなど作った作品は自分で使ってみなけれ
ばどこがどのように悪いかわからないので、色々
と考えて作っております。今年 3 月に国立で作品
展を開きました。玉ねぎの皮で染めた暖簾や、古
い着物の生地と染めた布を組み合わせて作品を作
りました。
草木染はあまり色がパッとしないので、人によ
ってはあまり好みませんが、皆さんもご自宅に帰
り、シミになったハンカチや T シャツがありまし
たら、そのシミを消すという方法ではなく、その
シミをデザインする、また違うシミを作ってしま
うような染め方をしますと、意外と普通に着るこ
とができますので、ご自宅のお庭にあるもの、玉
ねぎの皮、ブドウの皮等身近にあるもので、ご家
族とご一緒に染めてみてはいかがでしょうか？

狭山 RC 会長
田中滋晃様 本年度会長に就任致し、ご挨拶に伺
いました。一年間頑張りますので、よろ
しくご指導下さい。
狭山 RC 幹事
田中伸一様 今年度幹事をやらせて頂くことにな
りました。狭山中央 RC の皆様には大変
お世話になりますが、よろしくお願い致
します。
新狭山 RC 西澤会長、小川幹事様
昨日は、若松会長、稲見幹事様に表敬訪
問、ありがとうございました。
一年間よろしくお願い致します。
若松君 本日は、狭山 RC 田中会長、田口幹事、
新狭山 RC 西澤会長、小川幹事 4 名の皆
様、ようこそいらっしゃいました。ゆっ
くりして行って下さい。
高原アイ子さま、本日の卓話よろしくお
願い致します。
稲見君 今度、国土交通省関東整備局の局長表彰
と荒川上流河川事務所長表彰と下館河川
事務所長表彰を頂きました。これからも
仕事に努力していきたいと思います。
狭山 RC 会長田中さん、幹事田口さん、
新狭山 RC 会長西澤さん、幹事小川さん
ようこそお出で頂きました。
草木染の高原アイ子様、卓話楽しみです。
江原君 狭山 RC 田中会長、田口幹事、新狭山 RC
西澤会長、小川幹事本日はようこそお出
で下さい
ました。狭山中央 RC 若松
年度よろしくお願い申し上げます。染色
家でいらっしゃる高原様、本日はお忙し
い中我がクラブのためにお出で下さいま
してありがとうございます。卓話楽しみ
にしておりました。何卒よろしくお願い
申し上げます。
古谷君 前回、ニコニコ忘れました。会長交代の
祝ありがとうございました。若松年度の
成功祈ります。

狭山 RC 田中会長、田口幹事様、新狭山
RC 西澤会長、小川幹事様ようこそお出で
下さいました。
高原様、卓話楽しみにしています。
寳積君 狭山 RC、新狭山 RC の会長、幹事さんよ
うこそ。今年度も仲良くやりましょう。
小島君 狭山 RC、新狭山の皆様ようこそお出で頂
きました。
高原アイ子様、卓話楽しみにしていました。
栗原(憲)君 狭山 RC 田中会長、田口幹事、新狭山
RC 西澤会長、小川幹事よえこそお出で下
さいました。
染色家の高原様、卓話よろしくお願いし
ます。
栗原(成)君 狭山 RC 田中会長、田口幹事、新狭山
RC 西澤会長、小川幹事、一年間狭山中央
RC をよろしくお願い致します
宮岡君 若松年度、頑張って下さい。
中谷君 高原アイ子様、本日の卓話ご苦労様です。
よろしくお願いします。
奥富君 狭山 RC、新狭山 RC 役員の皆様よろしく
お願いします。
吉川君 狭山 RC 会長田中様、幹事田口様、新狭
山 RC 会長西澤様、幹事小川様ようこそ
いらっしゃいました。染色家の高原あい
こ様、卓話たのしみです。
吉松君 若松、稲見年度スタートおめでとうござ
います。第 1 回例会と最終例会の開会点
鐘から閉会点鐘までの全ての DTR をプ
レゼント致します。
浜野君

次の例会
７月２４日(火)
若松年度最初の家族同伴夜間例会
（新役員激励＆旧役員慰労）
点鐘 １８：３０
会場 割烹「喜代川」

