
本日のプログラム 

 

司 会 中川 会場監督  点 鐘 西村 会長 

国歌斉唱／ロータリーソング 

ロータリーの目的 朗読／四つのテスト 唱和 

会長挨拶／報告 

■誕生祝   牧野 明君〔5／25・64 才〕 

室崎 靖君〔5／29・74 才〕 

■本日ご入会の新入会員にバッチ他贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告    

■5 月理事会⇒本日 13:30～桐の間 

■新入会員ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ⇒本日 13:30～桐の間（東） 

■第 2 回 IDM⇒本日 18:00～藤の間 

■次週 5/24 は職場例会です。 

 場所：ｼｮｳﾜﾉｰﾄ㈱ 

 点鐘：12:30 

 送迎：12:00 HN ｵｰﾀﾆ高岡 

＜ ニコニコＢＯＸ   21 件 43,000 円 ＞ 

西村会長／本日は水持会員による卓話です。よろしく

お願い致します。 

伏江副会長／会員卓話、水持さん宜しくお願い致しま

す。渡辺さんの高岡 RC 入会、心から歓迎します。

ロータリーライフを楽しんでください。 

竹中幹事／渡辺さん、ようこそ高岡 RC へ。水持さん

本日の卓話よろしくお願いします。駒澤さん、本日

の IDM 楽しみにしています。 

渡辺君／入会よろしくお願いします。 

水持君／本日の卓話宜しくお願い致します。 

駒井君／本日の IDMに25名のｴﾝﾄﾘｰをいただき有難う

ございます。講師の駒澤会員、どうぞ宜しくお願い

致します。 

室崎君／誕生祝、ありがとうございました。 

大谷君／過日、誕生祝をいただき、ありがとうござい

ます。 

牧野君／誕生祝をいただき有難うございました。 

前川君／25 回目の皆出席祝をいただきまして。本日、

たぶん 36 回目の結婚記念日です。 

菅野君／本日、早退致します。すみません。 

前川・塩崎（吉）・中野・大島・大川・吉田・島・水持 

浅野（浩）・高木君／前回 2 番ﾃｰﾌﾞﾙミーティング皆出

席 10 名でした。（3/29 分） 

 

 
  話 水持 雅芳 会員 

   「着物プロジェクト」 

 

 

皆様、こんにちは。本日、卓話という機会をいただ

き感謝申し上げます。このように壇上でお話しする機

会があまりないので緊張しております。 

皆様に何か感じていただけるお話ができないかと考え

る中、先月参加させていただいた事業のお話をさせて

いただきます。4 月 29 日福岡県久留米市で開催された

きものプロフェクト 100 か国完成披露式典に参加して

きました。この式典に参加した経緯や、事業の内容 そ

して皆様にもご協力いただけましたらという願いを込

めてお話しをさせていただきます。 

まずは、この式典でオープニングに放映されました

動画を見ていただきたいと思います。この事業の目的

の一つは 2020 年オリンピックパラリンピック開催前

に世界をイメージしたきもの 196 か国を制作すること

です。最初にこの事業に参加させていただくきっかけ

をお話しさせていただきます。2014 年 8 月にこの事業
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を立ち上げられた高倉さんとお会いする機会がありま

した。お会いするきっかけは業界関係ではなく、高校

の同級生からの依頼でした。私の出身校は PL 学園 大

阪でした。全国から生徒が集まっておりましたので、

SNS を通じて同級生からのメッセージでした。内容と

しては、紹介したい人がいるということと久留米青年

会議所の先輩であることオリンピックパラリンピック

の開幕に向けてきものプロジェクトという事業を立ち

上げたことでした。会社が呉服屋であることでどのよ

うな事業か聞いてみたく、お会いしたいと思い、どう

すればいいという返信をしたところ 1 週間後にお会い

する機会が生まれました。お会いする中この事業の説

明を受けました。東京オリンピックパラリンピックで

196 か国の着物作成を考えていること、この事業を立

ち上げるきっかけのお話。そして、JC をきっかけにご

自身の夢をお話ししていただきました。当時は、自費

で 6 か国の着物を作成したこと資料を基に内容をお伺

いしました。この事業は、だれのために 何を目的 着

物を作成したのち何をするのだろうと疑問ばかりがあ

りましたが、青年会議所運動で初めてお会いしたので

すが、熱い思いを聞かせていただく中、何をお手伝い

したらいいのか問いかけると、この事業の寄付のお話

でした。現在、着物業界の売上現状は 2017 年 2800 億

円。昭和 50 年に 1 兆 8000 億円からずっと下がり続け

ている現状、今年のニュースのはれのひのように明る

い情報がない中、高倉さんは、職人のお話をしていた

だきました。 

第 2 の目的は職人の技術継承と伝承です。 

現在手書き、手織り、手刺繍、手絞り、手仕事で世界

の皆様にお伝えできる最高の着物を作成するにあたり

一着 200 万円の費用をみていることでした。もっと安

価に作成する方法もありますが、現在の最高峰といわ

れる方への参加をお願いした場合この金額での作成は

困難なことです。また、今から作家としての実力を身

に着けていただく方には、現在の決して生活に余裕が

あるわけではありませんので、製作にかかる日程等を

考えると高額ではあるが、時間の問題が発生する金額

という現状です。高倉さんは、未来に残る技術と日本

の文化を継承する最後のチャンスだとお話しされます。

どの業界にも通じることと思いますが、60 代 70 代の

方によって現在継承されている現状、世界最高峰の技

術を途絶えさせないためにも、今やらなければならな

いということを厚くお話ししていただきました。この

事業のお手伝いが寄付であることに戸惑いもありまし

た。１呉服店の宣伝広告ともなるお話ではないかとい

うやましい聞き方もできるお話です。 

しかし、JC 運動を今でもこの事業を通じてしていると

いうお話は、何かお手伝いしないといけないという気

持ちにさせていただくきっかけとなりました。JC とは 

人材育成、地域発展、自国愛を育む責任世代の育成 か

ら考える世界平和、国と国の境界には、領土・人権な

ど多数の問題があり、決して譲歩できるものではあり

ません。しかし、人との交流は、いがみあいから互い

を認め合いコミュニケーションを育み平和へと近づく

ものだと思います。 

この事業の第 3 の目的は世界平和です。世界をテーマ

に作成する着物は、相手の国をまず学ぶところから始

まり、日本の伝統文化「着物」で学んだことを表現す

ることは、相互理解を生む手段となります。2014 年か

らひとりの人が考えた事業が現在大きな輪となり 100

各国完成いたしました。富山県においては、寄付金を

集めるきっかけとして 2015 年 12 月チューリップテレ

ビ様の大きなご尽力のおかげと北日本新聞社様、高岡

市、富山県のご協力のもと、この世界の着物 12 か国を

着物ショーでお披露目させていただきました。2016 年

にも同じく着物ショーにてお披露目させていただくこ

とができました。今 100 か国の着物ができたことは自

分のことのようにうれしく思っております。業界がし

なければならないことだけど業界だからできない、業

界を超えた輪だからこそ、大きな輪が生まれこの式典

を迎えさせていただくことができました。今現在富山

県では、420 万円の寄付金を集めております。富山市

の企業がスポンサーになることも現在進んでおります。

ぜひこの事業にご興味のある方お声掛けいただければ

幸いです。 

この素晴らしい事業を是非皆様にお伝えしたく本日の

卓話とさせていただきます。 

ご清聴ありがとうございます。 

 

理事会報告 

◇ネームプレート購入の件⇒可決 

 1,080 円×80＝86,400 円 

◇６月理事会時間変更の件⇒可決 

6/21（木）13:30からの理事会を最終夜間例会前 17:30

からに変更する 

その他 

報告事項 

＊板橋 RC 姉妹締結記念例会収支報告           

＊チャーターナイト記念例会収支報告           

＊第３回親睦ゴルフ大会収支報告             

＊第４回親睦ゴルフ大会収支報告            

＊利長公シンポジウムⅡ収支報告             

＊４月までの一般会計収支執行状況ならびに今後の資

金繰り予測 

第 2 回 IDM 18:00～藤の間 （出席２４名） 

『民意と歩む』      

政務活動費の不正の報道とマスコミの役割 

                駒澤 信雄会員 

 

 

 

 

 

 


