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RI第2650地区のスローガン

会　長　田村　康夫

鯖江ロータリークラブ会長方針 

「感謝で繋ぐ」

開 会 点 鐘
四 つ の テ ス ト
国 歌 斉 唱
ロ - タ リ - ソ ン グ
好意と友情の握手タイム
会 長 の 時 間 等
閉 会 点 鍾

鯖江商工会議所３階中ホール　　

夢を語り、現在を刷新
Review From the future and Renew

人類に奉仕する
ロータリー

老壮青　今、日々を大切に
その為に・・・

卓話

テーマ

出席率81.2％

「日本と世界のエネルギー事情」
日本原子力発電㈱敦賀技術渉外・広報グループ

森　 丈　男 　 様

RACとの合同夜間例会
（会場：富士屋会館）

第2793回
3/3(金)

第2795回
 3/17(金)3月第2例会3月第1例会

第2793回
3/3(金）

例会報告

ロータリーソング

第2794回
   3/10(金)  3月第2例会

点鐘：18:30

「奉仕の理想」

点鐘：12:30

桑原　重之
　副ソングリーダー

卓話

テーマ「越前漆器業界の動向と、今後の方向性」
越前漆器（協）理事長

土  田 　直　  様

点鐘：12:30

ゲスト及びビジター紹介と会長の時間　

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)

田村  康夫  会長
　本日のお客様は
越前漆器協同組合
理事長 土田 直 様
「越前漆器業界の
動向と、今後の方

向性」をテーマにお話しいただく。
　今年度最後となる家庭会合は、３班と
も私の自宅でさせていただいた。お越し
いただきありがとう。卓話のテーマは、
「鯖江北RCとの合併について」であった。
どの方も異論はなかったが、先方の意見
をよく聞いて、慎重にやって欲しいとの貴
重な意見をいただいた。
　2/26に、会員増強の地区委員会があ
り、佐野会員増強委員長と二人で行って
きた。全体会の後分科会で話し、どんな
活動をしているか聞いた。帰って改めて
調べたら、28年前は 74名だった会員
が、9年前までは51名、現在 35名とい
うことで、何が原因なのかと思った。世界
最初の奉仕団体がロータリーで、世界最
大の奉仕団体がライオンズと言われてい
る。歴代の市長が鯖江 RC会員であった。

幹　事　報　告　

「ローターアクト会員増強大作戦 2017」

帰山　明朗　幹事
　先般、ご案内の
通り、再来週 3月
17日（金）の例会
は、ローターアクト
クラブとの合同夜

間例会を「ローターアクト会員増強大作
戦２０１７」のテーマで行う。時間は午後
6時 30分点鐘、また、会場は「富士屋会
館」と、アクトとの合同例会とし、そして時
間を夜間に、また会場を移動して行うこと
とする。ご案内し出欠を取りまとめている
が、お返事がまだの方は、本日の例会に
て出欠表を回しているので、よろしくお願
いする。
　本日の例会後は定例理事会を行う。役
員・理事の方はご予定をお願いする。　

伝統を守りつつ会を進めていこうと改め
て感じた。いただいた資料によると2650
地区で97クラブのうち、100 名を超える
クラブは7つだけ（福井県では福井 RC
と福井北 RC）多いところは増えていき、
少ないところは減っていく傾向がある。
新会員候補の情報をお待ちしている。
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卓　　話

テーマ

　卓話者の紹介　
　孝久　治宏　プログラム委員長
　本日のお客様は、越前漆器(協)理事長
土田 直 様。昭和13年生まれで78歳。市内
西袋町㈱土直漆器代表取締役会長及び、
全国組織の日本漆器連合組合理事長も務

めておられる。組合では、越前漆器展覧会を毎年開催、学校給食
用食器の開発、山車の漆塗り、インターナショナル・ギフトショー、
国際ホテルレストランショー等に出展と、新市場と新規顧客の開
拓を行っている。本日は、「越前漆器の動向と、今後の方向性」を
テーマにお話しいただく。

越前漆器(協)理事長
　土田　直　様
　越前漆器の歴史・伝統
　「うるし」が使われ始めたのは、縄文時代
で、石器で木を削った器に漆を塗っていた
と考えられている。鳥浜貝塚遺跡から、縄

文時代の赤色漆の塗られた「くし」が出土されている。
　越前漆器は日本で一番古く、1500年の歴史を持っている。継
体天皇が幼少のころ、片山の職人に冠の修理を依頼、その時に
三つ組椀を一緒に献上したところ、皇子が感銘し、漆器づくりを
奨励したという伝説が始まりとされている。
　漆器業界の動向・方向性・特性
　主に「業務用漆器」と「家庭用漆器」に分けられる。業務用は、
ホテル・レストラン・旅館等で使われている漆器で、全国で80％
以上を越前漆器が占めている。鯖江市河和田地区は、冬は雪が
多く、面積も小さいので、農業には不適で、漆器産業には、湿度が
高く、漆が乾きやすいため、適した場所であることと、福井県人特
有の根気強さ、手抜きをしない職人による、責任感ある物作りの
追求によって、食器として使いやすく丈夫で堅牢な、河和田の器
は評価が高く、リピート注文が増え続けた結果、「地域団体商標・
越前漆器」が、地域ブランドとして、本県第1号認定、全国漆器業
界でも初めての成果であった。
　異業種への進出動向、将来への展望
　パソコン周りの用品（キーボード・マウス）、携帯電話付属品、
アクセサリー等、テレビの枠、日本家屋のアルミに漆、ジッポーの
ライター、葉タバコ用のパイプ、建造物（橋・燈籠）。
　特に、山車造りに力を入れていて、平成の初め、「ふるさと創生
1億円事業」で、鯖江ICから河和田にかけて、14基の白木の燈籠

が汚れていたため、朱の漆で塗ったところ、静岡の大工さんがそ
れを見て山車を塗ってくれないかと注文が入った。平成24年に
本山車。平成26年に小型山車・ミニ山車。平成26年にミニ山車
2基。一昨年大型山車の漆加工注文も入った。現在、その2基目
になる大型山車を製作中である。
　越前漆器協同組合取組事業
　鯖江市越前漆器伝統産業会館「うるしの里会館」を、8年前に
指定管理を受けた。また、大型山車をH22～24にかけて、製作
し、伝統工芸連携活性化事業として補助金を受けた。
　今年度の取組
　①漆の木植栽事業として、1年に千本、10年で1万本を植える
こと。漆の木を植えることで、漆を取ったり、紅葉がきれいなので
「うるしの里」メインとして観光客を呼び込む。（現在、中国産の
漆が95％。価格は、日本産8万円、中国産1万5千円なので、国産
は数が少なく採算が合わない）
②県内の小学校の生徒に漆器の椀で給食を。（H16年から木製
が５校、樹脂が７校。食器洗浄機に対応した丈夫な器で、木製
椀は修理も可）
③伝統工芸とITを活かした地方創生事業。（大学と連携し商品
開発、販路拡大。デザインコンペし、3Dプリンターや電動カッタ
ーを使う）
④日本漆器連合会と日本漆工と協力し、漆の文化で世界遺産登
録を目指す。(日本漆器連合会・日本漆工・漆の全国組合・神社
仏閣を修理する組合・仏壇の組合）
⑤海外進出。（インターネットの英語版サイトを立ち上げ、日本
の商品を紹介している中に、越前漆器2000点掲載）
　まとめ
　「後継」について、団塊の世代が大量に第１線を退くことによ
る組織の人手不足・技術者不足が課題。職人には定年がないの
で「業界の高齢化問題」が不安材料となっている。私の時は、見
習い３年、お礼奉公１年、おこずかい程度の給料で生活が厳し
かった。H27年に京都工芸大学と連携を結び、11名の方が就職
されている。親から子に受け継いで行くのが１番だが、それには
仕事があるというのが１番の条件。もっ
と仕事を増やして、技術をつないでいく
ため、山車の事業を行い、実戦で学びな
がら技術を継承し次世代へ繋げたいと
思う。漆器を是非、皆様の日常生活に取り
入れ、リッチな感覚と癒しの一時を感じ
ていただければ幸いに思う。

プログラム

編集：会報委員会

「越前漆器業界の動向と、今後の方向性」
越前漆器（協）理事長

土  田 　直　  様

田村 光雄　会員
園　 幸雄　会員
小部 隆允　会員
深見 泰和　会員
野中 敏昭　会員
孝久 治宏　会員
佐野 直美　会員
瀧谷 えみ子　会員

小計 ￥  25,000　
累計 ￥854,000

田村 康夫　会員
帰山 明朗　会員
窪田 健一　会員
小部 隆充　会員
孝久 治宏　会員
深見 泰和　会員
佐野 直美　会員
瀧谷 えみこ　会員

にこにこＢＯＸ報告

土田理事長をお迎えして　
誕生祝を頂いて
卓話を楽しみに
結婚祝を頂いて
勤続表彰を頂いて

１
２
３
４
５

1
12
3
4
4
4
43
4

結　婚　祝　

帰山 明朗　会員
酒井 芳則　会員

誕　生　祝　

下村 義孝　会員
酒井 芳則　会員
酒井 雅憲　会員
岡本 圭子　会員

勤　続　表　彰　
岡本 圭子　会員
下村 義孝　会員
大橋 良史　会員

53
51
3

深見 泰和 親睦委員長 野呂 和夫 出席委員長


