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会長 樺沢 二郎

創 立・昭和 53 年 6 月
例会日・毎週火曜日 12：30～13：30
例会場・サンパレス
副会長 阪 泰彦 ・ 杉村 俊明
幹事 小平 啓介
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ROTARY SERVING HUMANITY
人 類 に 奉 仕 す る ロ ー タ リ ー
は、毎日、毎日、水をやって、あまり大きくはなっていませ
んが元気です。一緒にやった人が「大きくなった」と自慢す
るのですが盆栽も人を見るのでしょうか。
私の実家の庭に松があるのですが、ある日、隣に住んでい
る、おばさんが来てくれというので行ってみると「あの松は
苦しんでいるので、お酒を一升瓶で３本まいてくれ。
」とい
うので言う通りに、お酒をまいたんです。残念ながら、すぐ
にダメになってしまいました。お酒って松にいいんでしょう
か。今でも不思議に思っています。
本日も皆様、お越し頂き有難うございます。宜しくお願い
致します。

第１８４７回例会式次第
開会点鐘
ロータリーソング「奉仕の理想」
お客様紹介
会長挨拶・報告
幹事報告
委員長報告
卓話
出席報告
ニコニコ BOX 報告
閉会点鐘

▼幹事報告

司会 大沢 守輝 SAA

▼お客様紹介
彩花流盆栽 家元
映画監督
プロデューサー
窪田製作所代表

▼会長挨拶・報告

・2016 年 3 月 25 日～30
日 韓国研修の記録を
回覧
・インターアクトクラブ
ジャーナル 2016 を回覧
・北沢楽天大学の回覧
講座の氷川寄席は別紙
チラシが有り回覧
・米山財団豆辞典がテー
ブルにあります。お持
ち帰りになり、じっくり読んでください。

杉村 俊明副会長
山田
五藤
西田
窪田

小平 啓介幹事

香織 様
利弘 様
宜善 様
博 様
樺沢 二郎会長

１０月８日が木の日で
した。少し遅くなりまし
たが山田先生にお越し頂
きました。お忙しい中、
有難うございます。ま
た、本日は山田先生のフ
アンで、どうしても山田
先生のお話が聞きたいと
いうことでお客様が３人
みえております。
「明日の
さいたまを創る会」のメンバーです。山田先生とは「明日の
さいたまを創る会」で盆栽を作ろうということになりまし
て、その時から交流させて頂いております。一回目の時の盆
栽はすぐにダメになってしまったんですが、この９月の盆栽

▼委員長報告
国際奉仕委員会 片岡 隆史委員長
台湾の永和ロータリー
クラブの創立４０周年記
念式典の案内が届きまし
た。詳細は後になります
が、３月１１日（土）の
式典には大勢で出席でき
るように予定しておいて
ください。宜しくお願い
致します。
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〖 木の観賞方法 〗

親睦委員会

藤井 フヂ子副委員長
かばさわカップの
お知らせです。
１２月７日（水）
大宮ゴルフコースで
す。６組を予定して
おります。ご家族や
ご友人も誘ってくだ
さい。このゴルフ場
のことを堀さんにや
って頂きました。
そして、堀さんご
夫婦は１１月１日の秋の園遊会にご招待されており
ます。おめでとうございます。この会にとって、本当
に誇らしいことと思います。新聞に載っておりました
のでご披露させて頂きました。

▼卓

話
彩花流盆栽

家元

山田

香織

様

テーマ「盆栽をつなげるために」
さいたま市北区盆
栽町にございます「清
香園」から参りました。
来年の４月に「世界盆
栽大会」の予定をお蔭
様でしておりますの
で、そういったご紹介
もさせて頂ければと
思っております。
以前にも、こちらの
会に呼んで頂きまし
たので覚えている方も
いらっしゃると思いま
す。
写真は山田先生が生
まれ育った「清香園」さ
ん、創業は江戸の嘉永
（1850 年過ぎ位）だそ
うです。お父様が、４代
目で、山田先生は、一人
娘で５代目です。

上から見下ろさずに、木の中心位に目線を合わせ、
ちょっと下から盆栽を見上げると、その木の世界に
入り込むことができます。ちょっと屈んで見ること
が心得だそうですよ。
樹齢 500 年、1,000 年という真柏の天然樹が静岡
県沼津市大瀬崎にあるそうです。盆栽と見比べるの
もいいですね。
この辺りは、かつて大里村と言いました。関東大震
災がきっかけで盆栽園をやっていた人たちが東京か
らこちらに移り住みました。最大で 30 件近くあった
そうです。私が子供のころは 10 から 12 件くらいあり
ました。その後、半減し、さらに減ってきています。
明るい話題としては「大宮盆栽美術館」が平成 22 年
に開館して来場者数も上がって来ていて、海外からの
お客様も増えていると感じています。
この後、現在に至るまでのお話しや盆栽の歴史など
のお話を伺いました。
旧来の盆栽のスタイルでは、とても普及できるよう
なイメージが沸きませんでした。一般の女性でも楽し
めるよう若い木を使いながらも鉢の中に日本の綺麗
な風景を表現する木と草の寄せ植えのようなスタイ
ルを提案させて頂こうと思いました。写真は初心者用
の桜の盆栽です。
女性向けに鉢をおしゃれ
にしたり、大学を卒業して
からは教室を開いたりして、
最初 8 名から始めたお客様
が今では 1,500 名近くにな
りました。若年層や女性の
方向けにと行ってきたこと
の思いが少しずつ形になっ
てきているなと思っていま
す。
この他、世界盆栽大会の
お話し、小学校での盆栽教
室のお話など伺いました。

▼出席報告
会員数 40 名

福光 辰洋会員
出席率 40.00%

出席者数 15＋1 名
ニコニコ BOX
13,000 円
山田先生、卓話有難うございました・・・・・・・・
・・・・・・・・樺沢・阪・佐藤・片岡・川崎・杉村
山田様、五藤様、有難うございました・・小平・福光
盆栽の話、楽しませて頂きます・・・・・・・・金杉
山田様、大変興味深い話、有難うございます・・真田
山田様、西田様、五藤様、窪田様、有難うございまし
た。世界の「大宮の盆栽」
。今こそ皆様に広く知って
頂きましょう！・・・・・・・・・・・・・・・山田
世界盆栽大会、28 年ぶりの開催がとても楽しみです。
もっと盛り上げて参りましょう・・・・・・・・渋谷
来週 11 月１日、火曜日に赤坂御苑での園遊会に夫婦
で招待を受けましたので出席して参ります。大変光栄
に思っております・・・・・・・・・・・・・・・堀

盆栽で格が高くて世
界中で愛好家が多いの
が、この白い幹をもっ
ている真柏（しんぱく）
です。真柏の白い部分
は木の内側の古い細胞
が露出していて、生き
てはいません。茶色い
部分で水を吸い上げて
生きています。
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