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〜 経済と地域社会の発展月間／米山月間 〜
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それでこそロータリー
会員 55 名（出席率算入人数 45 名）
出席 40 名 出席率 88.89％
前々回補填率 95.92％（10 月 3 日分）
ビジター 東京銀座 RC

常磐津 文字兵衛さん

会長 あい さつ


会長 入谷 直行さん
皆さま、こんばんは。
東京国立博物館で運慶の展覧会
が始まりました。運慶とは慶を運
ぶと書きまして、非常に良い意味
の字だと思います。運慶は、平安
末期から鎌倉時代にかけて活躍し
た仏師で、貴族社会から武家社会
へ、大変大きな変貌を遂げる時に
活躍しました。私も好きですので、早速見に行って
まいりましたが、大勢の人が集まっておりました。
運慶の作品が一堂に集まるチャンスはなかなかあ
りません。丁度、興福寺が改修に入っており、そこか
ら沢山入ってきているという事でした。運慶で有名
なのは、美術の教科書にも出てきます「無著菩薩立
像」ですが、運慶のリアルな彫り方というのは、やっ
ぱり大したものだと思います。私は、運慶のこの凄さ
は目にあるのかなと思いました。水晶に彩色して裏
からはめ込んでいるのですが、「無著菩薩立像」も
顔や体は大分朽ちて痛んでいますが、目だけはしっ
かり輝いています。現代美術の作家で船越桂という
有名な彫刻家がおりますが、この人も目を大理石に
彩色して入れていて、本当に目に力があります。人物
などの立体はやはり目の力が大事だと感じます。
今日、お話ししたいのは、運慶展の中に3体の
「大日如来坐像」が出ておりまして、1体は奈良の
円成寺にあるもので、これは運慶初期の傑作で国宝
になっています。もう2体ありますのは、元々、栃
木県足利の樺崎寺という所にあったと文献では出
ておりますが、廃仏毀釈や廃寺になった時に散逸
して、その内の1体が足利の光得寺に入っておりま
す。もう1体が問題の物なのですが、長い間行方不
明になっておりまして、どういう経路で動いたか分
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かりませんが、群馬の古物商の所へ行き、それを40
代のサラリーマンが買いました。そのサラリーマン
が2003年に東博に鑑定に出しましたら、元々一緒に
あった光得寺の物と同じ五輪塔が胎内仏に入ってお
りまして、断定は絶対にしないのですが、その範疇
にある、ほぼ運慶の作だろうとなりました。
そこで、国が4億円近い金額で引き取る話が出ま
したが、折り合いがつかず、当時大変物議を醸した
話ですが、ニューヨークのクリスティーズに出品さ
れました。最終ハンマープライスが1280万ドルで、
手数料を入れますと日本円で約14億円でした。三越
が代理で、最初はどこが買ったか明かしていません
でしたが、真如苑という新興宗教という事でした。
この団体は、ほぼ同時期に神奈川県の日産工場跡
地を数百億円で買っていましたから、すごい集金能
力だと思います。それまでの日本美術の海外オーク
ション最高金額は、1987年の黒田清輝「木かげ」で
4億2000万円でしたが、それを遥かに抜きました。
若いサラリーマンが…という話になっていますが、
どういう経緯で彼の元に来たかは分からず、ひょっ
としたらダミーや盗品なのかも知れませんし、分か
らない内に片付けて、誰かがしっかり儲けたよう
な、生臭い話ではありますが、運慶という稀有な存
在の作家がこうやって世の中の話題になるのは大変
結構な事だと思います。
皆さまも機会がございましたら、ぜひ東京国立博
物館へ足をお運びいただくと宜しいかと思います。

幹

事

報

告


幹事 加藤 英敏さん
1. IMの案内が出席袋に入っております。東南RCが
ホストの為、全員登録でお願いしますので、欠席
の方も8,000円のお支払いをお願い致します。
2. 10月24日（火）の例会もこの51階「ジュピター」
での例会となりますので、お間違いの無いように
お願い致します。
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久納さん、イニシエーションスピーチ大変楽しみ
にしています!!
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10月14〜15日に開催致しましたワールドフード・
ふれ愛・フェスタ、入谷会長はじめ会員の方々に
ご協力ご支援を頂きまして無事終える事ができま
した。心より感謝しております。本当にありがと
うございました。
大橋さなえさん
本日合計

51,000 円

累計

697,000 円

アンチエイジングエクササイズ
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久納 征人さん
まず簡単に自己紹介をさせてい
ただきます。
名前は久納征人です。久納とい
うのは少し珍しい漢字を書くの
ですが、出は星崎と聞いておりま
す。それ以外は特に何かある家系
ではなく、ただの農民だったと聞
いております。会社は、株式会
社ダイコーゴムという会社で、私の父親が創業者で
創業43年、法人設立して25年の会社です。私の年齢
は、1973年5月生まれの44歳です。丑年B型で、自己
分析ですが、マイペース過ぎる位マイペースで、よ
く人にもそう言われます。
趣味は、旅行とゴルフで、今回名南RCさんに入会
させていただくきっかけにも関係しています。今年
2月に、江松くんに誘われて、ゴルフ部会のタイ旅
行に同席させていただきました。私以外全員がロー
タリー会員の方の旅行に参加させていただきまし
て、そこで5日間ゴルフや夜の懇親会も共にし、こ
んなに良い人たちと一緒にやれるのならぜひ入会し
たいと思ったのがきっかけでした。ゴルフは、ここ
の所100が全然切れないような腕前なのですが、毎
回へこみながらも楽しんでやっております。また、
車というかバイクが好きなのですが、よくツーリン
グへ行ったり、少しレースもやっております。もし
バイクに乗られる方がいらっしゃいましたら、ぜひ
ツーリングへお供させていただきますので、よろし
くお願い致します。自分としては、好奇心、向上心
を持って積極的に色々な事に取り組んで行きたい性
格だと思っております。
経歴ですが、あまり自慢できるような経歴ではあ
りません。緑区大高で生まれ育ち、大高小学校を卒
業しています。東山工業高校という今はもう無く
なってしまった高校を卒業していますが、若気の至
りというか色々ありまして、実は4年高校へ通って
おります。その後、日産系のディーラーで2年位整
備士をしておりましたが、遅刻や欠勤があったり、
仕事中に自分の車を持ち込んで整備したりと、どう
しようもないボンクラ社員でした。当時、今の嫁と

付き合っていたのですが、「そんな仕事の仕方をし
ていたらロクな大人にならない」と、いつも叱られ
ていました。
その後に父親が経営するダイコーゴムに入社しま
すが、最初は継ぐ気が無く、何か自分で仕事を始め
たいと思っていたのですが、先立つものが無く、少
しバイトをするつもりで入りました。しかし、県外
や海外の工場等へ連れて行ってもらううちに、製造
業の会社を運営していく楽しさに気づき、そこから
やる気になりました。
それまで勉強らしい勉強をして来なかったので、
乾いたスポンジの様に勉強した事をどんどん吸収
し、代表になったのは33歳位でしたが、その直近5
年位は父親とはかなり喧嘩をしました。創業の方に
は2代目のくせにという考えがあるかもしれません
が、2代目には2代目の危機感が当時はありまして、
今思うと上手な事業承継の仕方ではなかったのです
が、2006年に代わり、今に至ります。
会社の事業内容ですが、工業用ゴム製造業です。
自動車部品、ガス機器、住宅設備、建設機械、生産
設備などのゴム部品です。OEM供給というか、下請
けメーカーです。自動車が7割位あります。自動車
に偏るとリスキーなので、色々な業種で動いていま
す。売り上げ的には4億位ですが、ほとんど内製で
やっており、パートさんが多く、従業員数は現在53
名です。
リーマンショックで本当に暇になった時に、クラ
シックカーのゴム部品を作ってくれないかという問
い合わせが結構あり、私も車が好きだったので少し
やってみようという事で2009年に始めたのが、旧車
ファンサイトです。3年位で黒字化して、今は収益
の柱になってきましたので、やっとこれから面白い
かなという感じです。クラシックカーが好きな方が
みえましたら、ゴム部品以外も少し作っていますの
で、部品が無いという方はぜひお願いします。
最初は、ゴルフのきっかけで皆さまとお会いし
て、少し言い方に語弊があるかも知れませんが、こ
ういう雰囲気だったら、私よりも目上の方達と良い
意味であまり気を遣わずに一緒に居れるのではない
かと思い、入会を決意しましたが、今後自分がどの
ようにRCに関わっていきたいかと思った時に3つ頭
に浮かびました。
1つ目は、入会したばかりでRCの事を何も分かっ
ていないものですから、先輩方に色々とご教示いた
だいて知っていきたいと思いました。
2つ目は、先輩方だけに限らず、色々な人と色々
な話をして、その人の考え方から色々な学びを得た
いと思っています。
本音はこの3つ目かも知れませんが、10月11月で
も、ゴルフ部会や家族例会等で、東京や宮崎、台湾
という話が出ていますが、好奇心旺盛で旅行が好き
ですので、色々な所に行くきっかけを作ってもらえ
るのが嬉しくて、積極的に参加していきたいと思っ
ております。
まずは、この3つを自分の中で意識して、これか
らできる限り出席をして、ぜひ馴染んでいきたいと
思っておりますので、皆さま今後ともどうぞ宜しく
お願い致します。
ご静聴いただきまして、ありがとうございました。

第 1240 回例会（11 月 11 日）のご案内
秋の家族会

於：東京

■ 第 2 回クラブ戦略委員会
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報告者 安藤
修さん
時 2017 年 10 月 17 日㈫  17：30 〜
所 名古屋マリオットアソシアホテル
17F『楓』
出席者 歴代会長 伊藤、新原、長尾、川辺、小野、
山本、宮嵜、白藤、吉木、木下
会長
入谷
会長エレクト
朝比
副幹事
安藤
2015-16入会
髙橋

19名中14名参加
◎議題
名古屋名南ロータリークラブについて
一、ロータリー歴の浅い会員のご意見

＜ 2015-16 年度入会 髙橋 司さん＞
・入 会して雲の上の存在である方たちと知り合う
ことができてよかったと思っています。
ゴルフ部会や合唱団に参加して楽しく過ごさせて
もらっています。
同年代の方に声かけをしてロータリー入会を勧め
たいが、会費面など誘いづらい部分もあります。
一、会長経験者のご意見
・名古屋名南 RC のよい点は、ロータリー歴や年齢、
会社の規模など関係なくフラットな関係を保って
いるところ。
いろいろな役職を経験されたベテランの方の理解
があって、うまくやれている。
・経 験の長い方などに、ロータリーだけのことでは
なく、経験上よかったことなど、いろいろな話を
聞く機会が欲しい。
・どんな年代の方でも楽しめる同好会を充実させて
欲しい。
・家族会などにご家族の方が参加して家族ぐるみの
お付き合いも必要かと思う。
・中 ･ 長期計画が必要ではないか。
一、まとめ
・時 代の流れに合わせて、変えていったほうがいい
部分など年度内にまとめていく。
・次回の戦略委員会は、ロータリー歴 10 年程の会員
の方にも参加していただく。

