
 

第 2096 横浜港南ロータリークラブ週報 
2017．10．11[水]  第 2324回例会報告 
 
◎司 会              細井順子ＳＡＡ委員 
◎ロータリーソング         『四つのテスト』 
◎ソングリーダー          福嶋昭合唱委員 
◎ゲスト   ゲストスピーカー  小宮 登様 
◎出席報告          豊場建伍出席委員長 
会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

36(7)名 28(7)名 77.8% 94.4%  84.6% 

（  ）内は出席免除会員数 

10/5 米山カウンセラー研修会     宮下賢会員      

10/6 社 会 奉 仕 委 員 会       根本雄一会員 

９月メークアップ１００％ 

     大井和子会員 大越雅也会員 大橋三郎会員 

    北見丈治会員 佐々部宣宏会員 高栁良作会員 

民谷佳子会員 根本雄一会員 樋口一樹会員  

     

◎親睦委員会(今週のお祝) 根本雄一親睦委員 

＊会員入会記念日祝    

笠原孝雄会員(１２日)・細井順子会員（１２日） 

樋口一樹会員（１６日）・阿曽輝彦会員（１７日） 

＊会員記念日祝   

林田利治会員(１５日)・青柳民朗会員（１７日） 

＊配偶者誕生日祝    宮下直子様（１３日） 

 ニコニコボックス本日合計  ３７，０００円 

ニコニコボックス 累 計 ５０８，０００円 

◎米山チャリティボックス   

高栁良作米山記念奨学委員長 

 小後摩重正会員 大井和子会員 坂巻照代会員 

橋浦重己会員  宮下賢会員  ５名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計    ５，０００円 

米山チャリティボックス累計   ７４，０００円    

◎会長報告            

①先週ロイヤルパークホテルにて、ポリオ撲滅チャリテ

ィディナーショーがありました。私と佐々部さんの夫

婦４人で出席しました。Ｒ財団学友代表の竹内陽介

さんがおられ、活動内容を横浜ＲＣで卓話するそうで

す。当クラブでもお話して頂きたいと思いました。 

②阪神タイガースの新井良太選手が、今シーズンで引

退するという新聞記事を見ました。お兄さんは新井

貴浩選手です。 

③１０月１１日の著名人 

  川久保玲さんの誕生日です。慶應大学文学部卒。 

  コムデギャルソンのデザイナーです。 

  

◎幹事報告              

  なし 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%83%87%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%BD%E3%83%B3


◎委員会報告    

①社会奉仕委員会             瀧文博委員長 

平成３０年２月１０日 チャリティーマラソン大会 

場所 『みなとみらい臨港パーク』  

当クラブから２チーム参加予定。皆さん予定を空けて

おいて下さい。 

②米山カウンセラー研修報告        宮下賢会員 

１０月５日に米山カウンセラー研修会に出席して来ま

した。財団設立５０周年です。カウンセラーの重要性

を地区委員長が基調講演されました。奨学生はロー

タリーで育っている。奨学生の一番重要なことは、国

際平和の維持に活躍してもらい、奨学生の人によく

理解してもらわなければいけないと学んで来ました。

これからデルバさんと育みながらいろいろ経験して、

日本と中国の架け橋になってもらいたいと思います。 

③会長ノミニー発表          西山俊雄指名委員 

 北見会長・パスト会長４名・会長未経験者４名（在籍

３年以上）の９名で会長指名委員会を行いました。そ

の結果２０１９～２０年度会長は根本会員にお願いす

ることに決定しました。 

『根本会長ノミニ―より』 

次々年度は当クラブ創立５０周年です。その年に会

長を仰せつかるのは、本当に長く続いている会の重

みをひしひしと感じております。私のいる建設業界は

業界的にも古いところです。中国の論語で『温故知

新』という言葉がありますが、古いものを大事に温め

ながら、それだけではだめなので、新しいものを見つ

けていくことを大事にしているので、５０周年は皆さん

の力で、特に５０周年を支えて来て頂いた皆様にご

指導頂きながら一所懸命努めてまいりたいと思いま

す。 

◎ 西山俊雄会員より小宮登様のご紹介 

小宮先生は早稲田大学を卒業後、富士通に

入社されました。長年陶芸に興味を持たれ、在

職中に教室に通われて、既に３０年は経ってい

るという事です。私が習い始めたのは今から３

年前で、今では私の大事な師匠です。 

 

◎ 『陶芸について』      小宮 登様 

 

 

 

 

 

 

今日は陶芸に触れたり、展示会で見た時に、少しで

も視点を広げて頂けると面白いと思いますので、その

辺りを中心にお話したいと思います。 

 陶芸とは山にある土から器を作る技法です。 

① 土(粘土)を作ります。 

土は日本が一番最初に発明したのだろうと言われて

います。縄文土器は今から１３００年も前に我が国で発

明されたのです。山の土をどうやって器にすることが出

来るのかを彼らは発見しました。それに進歩を加えな

がら今の陶芸の世界に続いているのです。これを想像

して頂くと見方が変わると思います。山からとって来る

土の条件としては、 

耐火性（高温の１２００度以上に耐える）です。神奈川

県茅ケ崎市から縄文土器が出ますので、器を作る土が

あるのです。ですがその土を使って今の器を作ろうとし

ても出来ないのです。溶けてしまいます。植木鉢を焼く

温度(８００～９００度)までは耐えられますが、１２００度

の高温に耐えられないからです。神奈川県の土からは

たぶん今の器は出来ないと思います。 

可塑性（柔らかい＋その形を保つ）粘土であっても収

縮率が大きいとだめです。１２００度の高温で焼くので、



土は焼けば焼くほど締まる、収縮するのです。１５％以

上収縮すると熱に耐えられなくなり割れてしまいます。

この条件を満たしていないと器は出来ません。縄文式・

弥生式、そのあと本格的な陶器が平安時代から始まり

ます。その時から現代まで続いている産地として、六古

窯があります。これは瀬戸・越前・備前・信楽・常滑・丹

波立杭の六つです。これは良質な土があったから現代

まで続いています。残念ながら神奈川県ではこのような

土はとれないので、作業は出来なかったのだと思いま

す。この条件に合う土をほぐし、柔らかい粉のようにし、

それに水を加えると粘土になるので、それではじめて使

えるようになります。ここまでを土を作ると言います。 

② 次に粘土を作りたい形にします。 

手びねりで人間の手で作る。ロクロは回転を利用させ

て作る。鋳込みは大量生産に向くもので、型に水で溶

いた土をポタージュ状にして型の中に流し込みます。普

通、最初は手びねりです。単に作ると言っても場所によ

っては削るという工程もあるのです。茶道をやっている

方は茶碗など見えない部分を非常に大事作っています。

これは日本の美意識だと思います。展示会など茶碗を

見ることが出来ても触ることが出来ませんが、デパート

などの売り物は手に取って見ることが出来ますので、チ

ャンスがあったらよく見て頂ければと思います。 

次に装飾の仕方ですが、練り込み・象嵌･掻き落と

し・その他たくさんあります。釉薬で装飾する場合、自

分で絵を書く場合や道具を使って書くなどあります。 

練り込みとは、異なった土を練り込みます。 

象嵌とは、彫った後に土を埋めるとデコボコしているの

で、サンドペーパーで平らにすると、その彫った部分の

差が埋まります。このような技法を象嵌と言います。 

掻き落としは陶磁器の表面を削り、異なる色を出して

落とすと元の土の色が出てくるという技法です。 

②までの工程では、土は土のままなので、いらなくな

ったら壊して、水につけたらもう一度その土は使えま

す。 

③ 粘土を焼く。 

この工程に入ると土ではなくなります。熱を加え化学

変化を起こし違うものになります。逆にそれを使う釉

薬掛けは②の出来たものに掛けますが、まともに出

来るのは 10 個中 1 個くらいです。釉薬をかけても割

れないようにするのが素焼きです。素焼きすると解け

ません。水をどんどん吸います。土器が水を保持で

きないのは、水を吸ってしまうからです。本焼きは

1200 度以上の高温で焼き、締めて密度を高くします。

これは、水を漏らさないためです。備前焼など 1220

度で５日間焼きます。それでも焼締めですから水が

漏ってしまいます。その水が漏れると器が光るという

ことが、茶道で備前が使われる理由です。信楽焼は

1300 度で焼くので、ほとんど水は漏れませんが、信

楽は砂がありますので、どんなにやってもいくらかは

漏れます。完全に防ぐために釉薬を掛けます。その

釉薬を安全に掛けるために、700～800 度で素焼きし、

釉薬を掛けて水を吸わせて漏らさなくさせること。そ

して、器を奇麗に装飾します。元の器と塗った薬との

収縮率の違いで、焼いた後に貫入というひびが入り

ます。防水加工を施しますが、逆に貫入にしみ込ま

せて、きれいな貫入模様を作り味わうのが日本の茶

の文化だと思います。 

 釉薬には、灰釉・透明釉・緑（銅）釉・鉄釉とありま

すが、基本は灰釉です。灰釉は草木灰に長石、珪石

を配合します。透明釉は灰の代わりに石炭を使いま

す。これがすべての基本です。これに鉄や銅やマン

ガン・コバルト等の着色金属を微妙に入れて色を出

します。例えば、鉄は黒、天目茶碗は鉄を使って、天

目釉と呼ばれる鉄釉をかけて焼かれた陶器製の茶碗

です。西山さんが作った織部の茶碗は銅で出来ていま

す。お寺さんの屋根は青っぽいですが、これは酸化し

ているからです。本来銅は赤いのですが、酸化すると

青くなります。焼成方法に還元焼成と酸化焼成があり

ます。金属で発色させますが、その仕方としては還元

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%89%E8%96%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B6%E5%99%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6%E7%A2%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%B6%E7%A2%97


か酸化です。酸化焼成は焼く時に酸素をどんどん送り

ます。そうすると銅は化学変化をおこし酸化して青くなり

緑になるのです。還元焼成は逆に燃える時に酸素が必

要ですが、器からも酸素を奪い釉薬の中からも酸素を

奪います。そうすると、銅は真っ赤になります。このよう

にして色を工夫しているのです。鉄も黒くしたければ酸

化釉薬。鉄は酸化すると赤くさびますが、ある限度を超

えると黒くなる。青磁というのは、鉄を含んだ釉薬をか

けて焼いた器です。鉄が色を出し、青や緑がかった

色になります。発色金属というのは酸化還元や鉄な

どの金属の量が微妙に影響してきます。それらを試

行錯誤しながら自分の色を出すのです。これを作者

は見てほしいという思いで作っています。以上が陶

芸の見方です。 

徳島に有名な大塚国際美術館があります。これは見

る価値がありますので、お近くへ行かれましたら是非ご

覧ください。ここには西洋絵画を中心とした世界中の名

画を陶器の板で原寸大に再現し、西洋の絵画を焼き付

けているので、永久にそのままの形と色が残ります。 

有田焼の上絵は一回作ったものを８００度くらいでも

う一回焼きます。下絵はいきなり１２００度くらいで焼き

ます。一度焼いたらその色は劣化しません。このような

ところも見て頂くと面白いと思います。 

以上で私の話を終わります。 

 

◎ ニコニコボックス      根本雄一親睦委員 

北見丈治会長 

  昨日で公式戦全日程１４３試合が終了しました。成

績は７８勝６１敗４分け。勝率５割６分１里、貯金17の

２位でした。個人タイトルはドリスが３７セーブで最多、

桑原・マテオが 43 ホールドポイントで最優秀中継ぎ

を取ることが出来ました。週末にはクライマックスが

始まります。メッセンジャーも骨折から間に合ったの

で更に気を引き締めて戦おう。先週は２勝でしたので

２勝分プラス３人獲ったので、３人のタイトル分を追

加して。 

阿曽輝彦会員 樋口一樹会員 

会員入会記念日祝を頂きまして有難うございました。 

林田利治会員 

会員記念日祝を頂きまして有難うございました。 

細井順子会員 

  実は今年から我が家は息子がヤクルトを応援してい

ます。山田哲人グッズがたくさんあります。 

毎週会長や根本会員のお話うらやましく聞いており

ました。 

小山登様ようこそいらっしゃいました。 

会員入会記念日祝を頂きまして有難うございました。 

坂巻照代会員 

  晴れ女で東北旅行５日間素晴らしかったです。 

小宮様の卓話を楽しみにしております。 

豊場建伍会員 

  先週、上杉さんに大変お世話になりました。 

山野井正郎会員 

  名古屋行きが中止になったので。 

西山俊雄会員 

  本日は口下手な私の代理で師匠に卓話をして頂き

ます。 

橋浦重己会員 

  陶工房器の小宮登様、本日は卓話をよろしくお願い

いたします。 

海野俊彦会員 平山滋也会員 高栁良作会員 

市川敏明会員 福嶋昭会員 小後摩重正会員 

高森政雄会員 宮下賢会員 

  小宮登様ようこそいらっしゃいました。 

本日の卓話を宜しくお願い致します。 

 

◎次週の予定 

 １０月１８日（水）  佐々部会員 米山 DVD上映 

◎会報              高栁良作会報委員 
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