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第2348例会

「イニシエーション・スピーチ」
藤坂浩匡 会員

９月28日のプログラム

▲

▲

本日のプログラム

No.2196
「法人番号についてのご紹介」
岡山東税務署 副署長

磯邊一茂 様

「イニシエーション・スピーチ」
岩田冨士夫 会員

例会報告（9/14）
出席報告
会員数

98名（内出席免除者14名）

出席者

80名（内出席免除者出席13名）

出席率

82.47％（前々回訂正後出席率97.89％）

ビジター

１名

お 食 事
マーボー茄子，イカ軟骨と中華クラゲ，一
口冷麺，白御飯，ザーサイ，ナメコと豆腐
卵入りスープ

会長挨拶・報告
皆様，こんにちは。
昨日と一昨日は，砂山パスト会長のお通夜，告別式に多くの会員の皆様にご参列いただきました。砂山
パスト会長は，８月３日に例会にご出席され，それが私達との最後のお別れとなりました。告別式でも
ロータリークラブの例会に出席できて大変喜んでいたとご家族の方からお聞きしました。ご冥福をお祈り
いたします。
本日は，先日お世話になりました備前陶心会の木村英昭様の卓話です。楽しみにしておりますので，ど
うぞよろしくお願いたします。
幹事報告
１．９月10日（日）岡山国際交流センターに於いて，「クラブ米山記念奨学委員長研修会」が開催されまし
た。当クラブより，冨山直司米山記念奨学会委員長が出席いたしました。
２．10月22日（日）開催の「地区大会」に実出席される会員各位に，バスのご利用案内をポスティングし
ております。乗車場所は，岡山プラザホテルと岡山駅西口の２か所でございます。ご確認の上，返
信の程よろしくお願いいたします。

３．本日，10月５日（木）例会後開催の「第１回指名委員会」のご案内を理事および役員，三代前会長（３
名），そして直前幹事の方々にポスティングしております。関係各位は，確認の程よろしくお願いい
たします。
４．本日，奥野一三 新会員の住所等記載の短冊をポスティングしております。会員名簿にお貼りくださ
い。
５．他クラブの週報を回覧いたします。

委員会報告
●親睦活動委員会

松本崇 副委員長

親睦旅行についてご連絡させていただきます。今月23・24日の大阪への親睦旅行には現在61名に参加し
ていただくことになっています。多数のご参加ありがとうございます。親睦旅行の打合わせを来週21日
（木）例会終了後の13時30分より行いますので，親睦旅行へご参加される皆さんは，ぜひともご出席のほう
よろしくお願いします。
●写真同好会 写友「輪影」 佐藤英明 会員
本日，撮影旅行第１弾の案内を会員にポスティングしております。今回の撮影旅行では先般ご逝去され
ました砂山パスト会長との思い出を語り合える旅になればと思っています。行程ですが，11月３日（金）文
化の日から４日にかけて奥津渓谷，奥津温泉，蒜山高原をめぐります。奥津渓谷は中国地方での紅葉人気
ランキング１位になっており，当日は紅葉も最盛期，夜間のライトアップも行われる予定で，またとない
撮影日和となりそうです。宿泊は池田会員の運営する奥津温泉の旅館で，美味しい奈義ビーフとワインを
用意していただきます。ぜひご夫人同伴でご参加ください。またこれを機に入会希望の方がいらっしゃい
ましたら武幹事もしくは事務局までご連絡ください。
●広報委員会

堀善直 委員長

「ロータリーの友」９月号

主要記事のご案内

（横組み）
ロータリーの友月間「より身近な『友』を目指して」（７ページ〜）
特集

ようこそ日本へ－在住者支援編－（13ページ〜）

心は共に「日田ロータリークラブ会長

園田匠氏からの報告及び支援への感謝の記事」（34ページ〜）

「ロータリー希望の風奨学金」（36ページ〜）
（縦組み）
「いじめのない社会をめざして」（４ページ〜）
クラブを訪ねて「東京中央新ロータリークラブ」（９ページ〜）
友愛の広場
「2020年，トイレンピック？」岡山西南ロータリークラブ（14ページ）
「台北及美 RC との友好縁組調印式」倉敷水島ロータリークラブ（16ページ）

SAA
●スマイル●

藤井

先日お世話になった備前陶心会 木村様の卓話楽しみにしてます。また第２回ゴルフ同好
会，佐々木さん優勝おめでとうございます。

坪井

この度は，家内の誕生日にお祝いをありがとうございました。

井上（一） 桃の郷ゴルフでは，三垣さん，木村さん，小橋さん，ありがとうございました。７年振
りにコースに出ましたが無事廻ることができました。
藤岡

①９月第１例会，又，理事会に欠席しました。 ②９月３日〜８日まで台湾より客人４名
が来日され，伊勢神宮を参拝いたしました。60年前に一度，修学旅行での参拝で記憶に
ありませんでしたが，この年齢になり，内宮，外宮に参り日本人の誇りを感じ感激いた
しました。2017年サミットの会場となったホテルに宿泊しました。 ③その足で名古屋ノ
リタケ本社を訪問いたしました。更井パスト会長のお世話をいただき身に余る歓迎で感
激いたしました。台湾の客人も予想外のお出迎えに感動し帰国しました。ありがとうご
ざいました。

冨岡

備前陶心会 副会長 木村英昭様，岡山東 RC へようこそお越しいただきました。

内山（淳） 木村英昭様，ようこそ岡山東 RC へお越しいただきました。備前焼の今後の展開の卓話
を楽しみにしております。
近藤（典） 備前陶心会 副会長 木村英昭様ようこそ。先日，内山下幼稚園の園児が大変お世話になり
ました。元内山下幼稚園理事長として厚く御礼申し上げます。青少年奉仕委員会の小橋
委員長，大変感謝しています。
三垣

①木村様ようこそ！

先日はお世話になりました。 ②先日のゴルフ同好会ベスグロいた

だきました。
渡邊（修） 木村英昭さん，ようこそ！
小橋

本日の卓話楽しみにしています。

木村様，ようこそお越し下さいました。先日の青少年奉仕事業はお世話になりました。
本日は卓話楽しみにしております。

池田

木村さん先日はお世話になりました。備前焼のお話楽しみにしています。

赤松

たいしたことではありませんが，家内の油絵が県展に入選しました。もう二度とこんな
ことはないそうです。

近藤（聡） ゴルフ同好会第２回例会にて，同伴メンバー，そして後続のメンバーにも恵まれて（？）
３位になれました。週報に載るのも久し振りです（喜）。石井パスト会長，友野さん，福
原君，お世話になりました。
弘中

根木さん，昨日はありがとうございました。

宗森

ゴルフ同好会に初参加させていただきました。次回は OB が少なくなるように頑張りま
す。ありがとうございました。

平井

９月３日のゴルフ同好会に初参加させていただき，当日はメンバー，ハンディに恵まれ，
準優勝をいただきました。とは言え，優勝までの道のりはかなり厳しいと思いますので，
しっかり練習して頑張ります。よろしくお願いいたします。

奥野

皆様にお会いすることができうれしく思います。今後ともよろしくお願い申し上げます。

貝原

昨日は京田辺まで現場修理に行ってました。かんかん照りの中，１日中，外でミシン作
業をしたら季節外れの真黒日焼けしてしまいました。



18件

86,000円

９月14日のプログラム

「備前焼の歴史と現在」

備前陶心会 副会長

木村英昭 様

備前焼は岡山の皆様には認知度高く，多くの方々から気に入っていただいてお
ります日本を代表する焼き物であります。備前焼と言えば，釉薬を全く使わず，
薪だけ（松割木）で登り窯あるいは穴窯を10日間焚き続けてできる自然の焼き物で
あります。日本古来の焼き物であるため，日本六古窯（備前，信楽，瀬戸，常滑，
越前，丹波）として今年四月に日本遺産に認定されました。
さて，備前焼というのは，どこで，いつ始まったのかということについてご説
明させていただきます。
備前焼のルーツは，いまの牛窓と邑久の間に須恵という地名があります。ここ
は須恵器の土地であり，古墳時代にさかのぼります。その須恵器がもとであり，平安時代に入るころ，大
和政権も衰退し，そして保護されてた須恵の陶工たちも新しい庇護を求めて，北上していきます。そこで
刀剣の原材料である砂鉄が取れ，陶器に適した粘土が取れる備前地区（伊部，香登）に住み着き，作陶を始
めていきました。そこから室町時代までは日用品（水甕や農作物の種を入れるものなど）などを中心に作っ
ていました。そして桃山時代に入ると豊臣秀吉や千利休などの武将や茶人に気に入ってもらえました。そ
のおかげで注目されるようになり，表舞台にたってきました。その時から六姓窯元（木村，金重，寺見，頓
宮，大饗）ができ，その六つの姓をもったもののみが備前焼を制作することが許され，保護奨励されまし
た。そして江戸時代に入ると，御細工人制度ができ，その中でも優れたものには褒美を与えられました。
しかし江戸末期になると段々と苦しくなり，明治に入ると保護奨励もなくなり，さらに土ものから綺麗な
磁器に人気が変わってきました。そのころは備前はかなり苦しく，廃業する家も多くなかったようです。
そしてまた人気が出てきだすのが，昭和の最初，金重陶陽が桃山陶の復興に力を注ぎ，人間国宝に認定さ
れました。そして高度成長と共にブームにのり，ビールカップなどの食器として使われるようになり，い
までは老若男女問わず，伊部に訪れてくれるようになりました。
しかし，バブル崩壊と同時にまた備前焼，陶器全体が衰退していき，いまでは協同組合である陶友会に
も250から200を切ってしまう会員数となってきました。
現在はどの家も世代交代により若手が中心となって活発に活動し，色々な業界とのコラボや，海外展開
など，さらに幅広く，またより多くの人たちに気に入ってもらえるよう日々努力しています。
そして私が所属しております（先日の陶芸指導にきました作家も）陶心会も今年で50周年を迎え，昨日よ
り記念展が天満屋葦川会館にて始まっています。中心となった先人や，先輩方の作品はもちろん，いま頑
張っている若手作家の作品が並んでいます。
簡単ではありますが備前焼についてお話しさせていただきました。皆様ご清聴誠にありがとうございました。

訃

報

砂山

砂山有生会員（第36代会長）は，2017年（平成29年）９月10日（日）ご逝去されまし
た（享年77歳）。生前のご遺徳を偲び，謹んで哀悼の意を表しますと共に，心より
ご冥福をお祈り申し上げます。
●ロータリー歴
1979年（昭和54年）１月４日 岡山東 RC 入会
1982年〜1983年

会報委員長

1983年〜1984年

プログラム委員長

有生 会員

1986年〜1987年

S.A.A.

1988年〜1989年

国際奉仕委員長

1990年〜1991年

青少年奉仕委員長

1992年〜1993年

会員増強委員長

1996年〜1997年

米山記念奨学会委員長

1997年〜1998年

会報委員長

2002年〜2003年

会長エレクト

2003年〜2004年

会長

2004年〜2005年

ロータリー情報委員長

2007年〜2008年

出席委員長

2010年〜2011年

会員選考委員長

2013年〜2014年

会員選考委員長

●ロータリー財団表彰
第２回

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

●米山記念奨学会表彰
第７回

米山功労者

マルチプル

●弔文
砂山有生先生への弔辞


2017. 9. 13

糸島達也

謹んで，故 砂山有生先生のご霊前に哀悼の誠を捧げ，弔辞を述べさせていただきます。奥様をはじめご
遺族の皆様方に謹んでお悔やみを申し上げます。
砂山先生とは岡山大学医学部では私は１年先輩でしたが，岡山東ロータリークラブでは先生が10年先輩
でした。岡山大学附属中学校，操山高校，岡山大学医学部を卒業され，大学時代はゴルフクラブに所属し
ていました。1965年に卒業され，産婦人科医になり，1978年10月に岡山駅前の第一セントラルビルで第一
セントラルビルクリニックを開業し，婦人科健診に力を入れ，39年間に2.7万人を診療されました。1979年
１月に岡山東ロータリークラブに入会され，今年でロータリー歴39年になられます。私が済生会に就職し
て岡山東ロータリークラブに1989年に入会してからは多くの患者さんを紹介してくださいました。先生は
1989年と1990年の2回に亘って世界社会奉仕ネパール医療視察団に参加して診療所の建設を支援されまし
た。
2003－4年には第36代岡山東ロータリークラブ会長をされ，クラブの創立35周年記念式を担当されまし
た。伊原木社会奉仕委員長とされた西粟倉村での無医村医療講演，相談会には10余名の医師が参加して素
晴らしい奉仕活動が出来ました。先生はロータリークラブの例会と行事にはずっと積極的に参加されてい
ました。ご家族の表現をお借りすると，いそいそと出かけておられたようです。
先生の思い出は，口ひげに，奥様から誕生日に贈られたことがきっかけで始めた，パイプタバコをくゆ
らせて，ついにはパイプスモーキング選手権大会で優勝したこともあると言いながら，ベレー帽をかぶり
ダンディな服装で周囲にパイプタバコの良い匂いを響かせていました。
また写真愛好家としての先生も思い出します。25年ほど前は大きな重いカメラ；35mm のみならず６×
６版のカメラ，手持ちの小型のカメラを持ち，専用のリュックに交換レンズを詰め，３脚を担いで行った
撮影旅行が思い出されます。当時はゴルフも強く体力に自信がありました。先生は岡山市医師会の写真ク
ラブ筍影会と岡山東ロータリークラブの輪影会でともに活躍されました。2011年には二科会写真展にアル
ゼンチンで撮られた「カミニート」が入選されロータリー会員で盛大に祝う会をいたしました。輪影会の
会長も最近までしておられました。先生は早くから Apple 社のパソコンを使いこなして，ポジのフィルム

写真をコンピュータに取り込まれて整理し，画像をパソコンで加工して新しい試みもされていました。引
退したらまた何時か一緒に出来るだろうと思っていましたが，叶わぬことになりました。
ゴルフは学生時代からしておられたこともあり，倉敷カントリー倶楽部創設時からのメンバーで最高の
ハンディは３で，倉カンのチャンピオンにもなったことがあります。何年もかけて倉敷カントリー倶楽部
のコースの四季の花々を撮り作品集にされて倶楽部の創立50周年の記念に出版されたのを岡山東ロータ
リークラブ会員もいただきました。
体調の方は，先生は色々の病気を続けてされましたが，その療養に対する姿勢は，医者として患者とし
ての鑑のようでした。患者の心が分かる医師であったのではないかと推察します。1994年（54才）の悪性リ
ンパ腫では抗がん剤に耐えられて治癒しました。1995年に狭心症で冠動脈形成術をされました。この頃か
ら糖尿病，高血圧，高脂血症には真摯に食事やインスリン注射で対応されてきました。1997年に C 型慢
性肝炎と肝がんが見つかり，済生会病院で局所治療や外科的手術を2002，2006年と繰り返し，その後岡山
大学の消化器肝臓内科にかかって20年に亘って持ちこたえ，岡大では肝臓がんのレジェンドと言われてい
たそうです。しかし２年ほど前から，糖尿病から慢性腎不全が進行して透析治療を行っておられました。
１ヶ月ほど前の８月３日には奥様と同伴で例会に出席され，多くの会員皆様と写真に映られました。その
週報を見られて大層喜ばれたそうです。その後前日までご家族と談笑されていましたが，９月10日にご逝
去されました。
先生が体調を崩されてから20数年間常に献身的に尽くされていた奥様に敬意を表します。背の高い美人
３姉妹がお母様を今後も大切にしてあげてほしいと思います。
先生のご冥福をお祈りいたします。 合掌

在りし日の故人を偲んで

健康づくり「医療講演会・相談会」 岡山東 RC 主催，
於 英田郡西粟倉村（2003年（平成15年）９月21日実施）

在りし日の砂山先生を偲んで（2008年（平成20年）
３月）

二科会入選おめでとうございます（2011年（平成23年））

