
Sabae Rotary Club
鯖江ロータリークラブＲＩ第2650地区

創立１９５９年１０月２日　  承認１９５９年１０月４日

国際ロータリーのテーマ

http://sabaerotary.com/

４つのテスト

真実か どうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるか どうか

⓵

⓶

⓷

⓸

WEEKLY REPORT

2016-2017年度

RI第2650地区のスローガン
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出席率70.9％

「越前和紙について」
福井県和紙工業協同組合　理事長

石　川　 浩      様

最終例会

会場：芦原温泉「べにや」

役員引継ぎ・会長方針

アッセンブリ・ガバナー補佐

第2807回
6/23(金)

第2809回
 7/7(金)6月第5例会6月第4例会

第2807回
6/23(金）

例会報告

ロータリーソング

第2808回
   6/30(金)  7月第1例会

「我等の生業」

点鐘：18:30

野中　敏昭
 ソングリーダー

点鐘：12:30
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テーマ
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  田村　康夫　会長
　本日の卓話者は、
福井県和紙工業協同
組合理事長 石川 浩
様。テーマは「越前和

紙について」。
　県議会・市議会コンビで会長・幹事を
させていただき、この例会場が最後となっ
た。次週最終例会には19名の出席お返
事をいただいた、皆様と楽しくやりたい。
　6月20日に県議会が始まり、今日は代
表質問の日で、4人以上の会派しか、質問
出来ないため、自民党と民進党だけであ
る。我が自民党会派は、1時間質問して1
時間回答がある。民進党の持ち時間は35
分質問し、35分回答がある。本日午前中
質問をして、高速で例会に駆け付けたが、
大変申し訳ないが、この後高速でとんぼ返
りさせていただく。
　求人倍率が東京に次いで福井が多い。
建設業が 21.7％、宿泊飲食サービスが
18.8％、製造業 15.2％、卸小売 10.8％と
いうことで、人手不足、少子化の中で、良い
人材を探すのは大変。観光調査は市町に
お願いしている。第 2恐竜博物館の話が出
ているが、予算も建設地も伏せられている。

幹　事　 報　 告
帰山　明朗　幹事
　いよいよ来週は、
芦原温泉「べにや」
での最終例会。多く
のご出席のお返事を

いただきありがとう。会場までの行き帰り
は各自、自家用車などでお願いする。また
午後２時からチェックイン可能なので、可
能な方はぜひごゆっくりしていただけれ
ばと思う。

好意と友情の握手タイム

福井県内ＲＣ例会日 無印：１２：３０－開始 Ｋ　：１８：３０－開始 Ｌ　：１９：００－開始

勝山ＲＣ(勝山市民活動センタ－) 大野ＲＣ(大野商工会議所会館) 武生府中ＲＣ(越前たけふ農協会館)
武生ＲＣ(武生商工会館) 鯖江北ＲＣ(神明苑) Ｌ 敦賀西ＲＣ(ニュ－サンピア敦賀)

月曜日 福井東ＲＣ(ＡＯＳＳＡ) 若狭ＲＣ(ｻﾝﾎﾃﾙやまね･7-12月ﾎﾃﾙせくみ屋) 敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店) 金曜日 福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞ-ｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)
火曜日 福井南ＲＣ(福井繊協ビル) 水曜日 福井北ＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) 木曜日 福井ＲＣ(ユア－ズホテル福井) 福井西ＲＣ(ﾊﾞ-ﾄﾞｸﾞﾘ-ﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞ-ﾅ)

Ｋ 福井ﾌｪﾆｯｸｽＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) Ｋ 丸岡ＲＣ(丸岡城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀ-) Ｌ 福井水仙ＲＣ(福井パレスホテル) 三国ＲＣ(三国観光ホテル)

ゲスト＆ビジターの紹介と会長の時間　

委 員 会 報 告
大島 恒彦  次期会長
　次年度の理事役員
合同懇談会をラポー
ゼかわだにおいて本
日開催する。18：00に

商工会議所前へバスが迎えに来るので、
なるべくご利用いただきたい。

ロータリー財団表彰

ベネファクター
田村　康夫　会員
ポールハリスフェロー
深見　泰和　会員
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卓話 テーマ「越前和紙について」
福井県和紙工業協同組合　理事長

石   川 　浩      様

卓話者紹介
孝久　治宏　プログラム委員長
　本日の卓話者、石川浩様は、福井県和紙
工業(協)理事長で、越前市の石川製紙㈱代
表取締役社長55歳。テーマは「越前和紙に

ついて」。1500年の長い歴史を築き上げてきた、越前和紙の特
徴の一つに、全国でも唯一の紙漉きの技を教えたといわれる、
紙祖神「川上御前」を祀る「岡太神社」には、和紙産地の心があ
る。なお、石川様とお父様は、武生RCでご活躍。本日は好意と友
情という事で、無報酬でお話しいただく。

  福井県和紙工業協同組合　理事長
　石川　浩　様
＊越前和紙（鳥の子）の原料「雁皮」とは
　楮紙とともに和紙を代表する。光沢のあ
る紙で虫害が少なく，長い保存力をもつ点
から高い評価を受け，料紙など高級紙に活

用されてきた。その繊維はおよそ2.5～5mm程度で，細く半透明
で光沢に富み，緻密でねばりのある性質がそのまま紙に現れて
いる。奈良時代には斐紙（ひし）として正倉院文書にあり、鎌倉時
代に鳥の子と呼ばれるようになった。
＊海を渡った鳥の子紙（越前の記録）
　寛永８年（1631年）奉書朱印船が竣工。奉書紙などを長崎を
通して輸出を始めている。「平戸オランダ商館の商業帳簿記録」
1636年：平戸の平野屋作兵衛が鳥の子を総計58束（5800枚）
をオランダに売った。1637年：オランダ商館購入品目に17束
（17000枚）の鳥の子を購入。鳥の子は「真珠の紙」とも言われ、
聖書の印刷用紙として使われていた。
＊レンブラントが版画の紙の素材調査
　2014年3月国立西洋美術館にて、レンブラントが使用した紙
の調査を行い、原料が雁皮の和紙であることが判明した。結果、
鳥の子紙と判明するも、産地の特定には至らなかった。但し、
1777年発行の「新選紙鑑」には、鳥の子の産地として越前と
摂津国（兵庫県）の名塩が記載されている。名塩の鳥の子は泥

入間似合紙という鳥の子紙が主力であるため、越前鳥の子の可
能性は高い。
＊レンブラントが版画の紙の特徴調査
　2014年10月オランダ国立美術館にて、レンブラント版画20
作品の調査を行い、（裏からの透過光によって、漉き道具の簀の
糸跡が見られる）和紙の産地は様々で、その道具も地方ごとに
異なる。雁皮紙に残った「簀の糸跡」の幅が1寸で、越前和紙で
は「簀の糸目」の幅は江戸時代から１寸幅と決められている事
から、レンブラント版画に残る糸目幅と一致した。
＊シーボルトコレクション（大日本諸国名産紙集）にみる 江戸時
代の雁皮紙（鳥の子紙）の糸目の間隔
越前　鳥の子（雁皮紙）　　　　　３０㎜～３１㎜（１寸）
　　　大奉書（楮紙）　　　　　　３０㎜～３１㎜
山城　色行成紙（雁皮紙）　　　　２２㎜
阿波　雁皮紙　　　　　　　　　２３㎜～２４㎜
美濃　奉書雁皮紙　　　　　　　２６㎜
美濃　西の内雁皮紙　　　　　　２６㎜
美濃　大薄用紙（雁皮紙）　　　　２６㎜
摂津　生漉大間似合紙（雁皮紙）    ２８㎜
摂津　色間似合紙（雁皮紙） 　　　３３㎜～３４㎜
名塩　薬袋紙（雁皮紙）　　　　　 ３８㎜
豆州　雁皮紙　　　　　　　   　 ２８㎜
＊ユネスコ世界文化遺産　登録に向けて
国の重要無形文化財に指定されている手漉和紙技術
○越前奉書：保持者８代目 岩野市兵衛（S43年指定）死亡
　　　　　　　　  ９代目 岩野市兵衛（H12年指定）
ユネスコ世界文化遺産は保持者ではなく技術継承団体が指定。
国の重要文化財となる第二の越前和紙の選定⇒越前鳥の子紙
⇒技術保存団体（越前生漉鳥の子保存会）を平成27年3月27日
に設立し、現在、紙漉き技術の継承活動を
行う⇒県・国の重要無形文化財への指定
（H28年申請済）⇒追加登録⇒ユネスコ世
界文化遺産に登録
という構想を抱いている。

日時：6月23日18：30～
場所：ラポーゼかわだ
次第：①会長挨拶並びに会長方針表明
　　　　できることから始めてみましょう
　　　　「クラブの改革」と「人道奉仕」  
　　  ②事前協議会並びに公式訪問について
　　　　　事前協議会
　　　　日時：7月7日13：45～15：00
　　　　会場：鯖江商工会議所2階役員室
　　　　ガバナー補佐：木村昌弘様
　　　　　公式訪問（鯖江RC・鯖江北RC合同例会）
　　　　日時：7月14日12：30～13：30
　　　　会場：鯖江商工会議所4階大ホール
　　　　ガバナー：田中誠二様　ガバナー補佐：木村昌弘様
　　　　訪問団：幹事長・副幹事長　予定
　　  ③協議事項
　　　　⑴第1回定例理事会について
　　　　　ガバナー公式訪問事前協議会に代えるの
　　　　⑵地区補助金について
　　　　　補助金が決まれば、バリ島の子ども達にメガネフレ

　　　　ームを贈る人道支援活動をしたい。
　　　　⑶合併協議会について
　　　　　北さんの方から、1月頃から合同例会を増やしてい
　　　　こうという提案があった。
　   　④公式訪問時に福井北RC、IMキャラバンプレゼン団の
　　　　扱い
　　　　　毎年7月はガバナー訪問時に結婚・誕生・勤続の表
　　　　彰セレモニーを行っているが、福井北RCのIMキャラ
　　　　バンの為、表彰をどうするかは、会長・幹事にお任せ
　　　　願いたい。
　   　   ⑤懇親会

小計 ￥     13,000　
累計 ￥1,156,000

田村　康夫　会員
帰山　明朗　会員
齋藤多久馬　会員

 1.石川様の卓話に期待して　　２．早退します

にこにこＢＯＸ報告

次年度　役員・理事合同懇談会

窪田　健一　会員
牧野　友美　会員
吉田　俊博　会員

12

1

1

1

1

1


