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会 長 挨 拶
会長 福田 和子
皆さんこんにちは！
会場にお越しの皆様、
Zoom で参加の皆様、
ご出席有難うございま
す。
紅葉の便りがあちら
こちらから聞こえてき
ます。すっかり秋めい
て来ました。私の故郷
の栃木県奥日光の山並
みは、さぞかし真っ赤
に燃えていると思いま
す。ベトナムから来られた米山記念奨学生のグ
ェンティガンちゃんも、初めて紅葉の素晴らし
さを堪能したことと思います。
初めてと言えば、満 18 歳になった高校生が衆
議院選挙投票に初めて行ったことを話してくれ
ました。日本では 2016 年公職選挙法等の一部を
改正する法律が施行され、選挙権年齢が満 18 歳
以上に引き下げられました。その高校生は、ど
の人を選べばいいか、どの党を選べばいいか全
くわからなくて、メディアの情報を各方面から
調べたそうです。小学生のころに法人会主催の
子供向け租税教育を受け、日本では、学校・公
園・救急車・ゴミ収集等、暮らしを支えるのに
税金が使われるのだと学んだそうです。現在で
は、各学校において主権者教育がなされている
のですね。国や社会の問題を自分の問題として
捉え、自らの考え・自らの判断で行動をしてい
くようにするのが、主権者教育です。そして、
政党のビジョンの中で一番不信に疑問に思った
のは「消費税を０％にする」
。間接税の中でも社
会保障費に使われる消費税は、大人だけでなく
子どもも買い物をしたら誰もが平等におさめ、
安定した世の中を造るため必要なものと認識さ
れています。「もし消費税が０％になったら何処
からお金がでてくるのか。未来の為、これで世
の中は大丈夫なのか。
」世界では消費税が０％の
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国もありますし、ヨーロッパでは消費税を 20～
30％納める国もあります。「日本は資源のない国
なので、行く末がどうなるか考えてしまいま
す。」と話していました。
18 歳から投票の権利施行が始まり、今後の政
治・経済、世の中のありようを子どもはしっか
り見ています。候補者がただ訴えるだけなの
か、それとも内容が伴うのか、それを実行でき
るのか。未来を担う子ども達は、今回の選挙に
より世の中を見る力が付いてきています。それ
に伴う教養を身に着けたうえで判断し、自立し
ていくものです。私たち大人は、良い背中を見
せねば、豊かな未来は来ません。例会で唱えて
いる“ロータリーの目的・四つのテスト”を照
らし合わせれば、世の中の動きに通じるものが
あります。より一層、私達は、ロータリー精神
を身につけ子供たちの為にも実践せねばなりま
せん。もう一度襟を正し、同じ空間を知の活用
で豊かに生きましょう！
本日は、古来日本文化の美を求めて、ミニ盆
栽の開拓者でもある山田香織様をお迎えして卓
話をいただきます。盆栽の素晴らしさを再確認
なさってください。

ロータリーの目的・四つのテスト
【本日のリーダー】
島村 まり子 会員

お客様紹介、米山記念奨学生紹介
小沢隆
副会長 内山泰成
■2021
学年度
米山記念奨学生
グェンティガンさん
（Zoom 参加）
（ご紹介：副会長
藤嶋 剛史）

奉仕に行動を
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幹 事 報 告
副幹事 永井 博
①今月のロータリーレートは 114
円です。1 年前は 104 円でしたの
で 10 円円安ですね。
②地区大会の参加予定は 25 名で
す。コロナも落ち着き、経済も再
スタートの時期。ぜひご参加を

委員長報告・派遣役員報告
■ロータリー財団委員会 委員長

荒井 理人
地区から、べネファクター２名の
お願いが来ています。福田会長、
清水恒信会員が、それぞれ、1,000
ドル寄付してくれました。ありが
とうございました。

卓

話

山田 香織 様
1978 年生まれ。盆栽家。
「彩花」盆栽教室主宰。
盆栽 清香園 五代目。
NHK E テレ「趣味の園芸」
の元キャスター、さいたま
観光大使などを務める。
「盆栽の伝道師」を使命として精力的に活動、
女性や若年層にも盆栽の裾野を広げた第一人者と
して知られる。
●ご紹介
プログラム委員会
副委員長
山崎 一祥

■1850 年江戸嘉永年間幕末
根岸（鶯谷）で創業
江戸時代には、イギリスに
勝るという園芸技術を持っ
ていたらしいです。
庶民は、小さな空間で
鉢植えを楽しんでいた
といわれています。
家業に反発した中高生
時代でした。
■家業について考えた
きっかけ
18 歳、フランス旅行で
色のつかいかた・花の
生け方・料理に感動。
理解しきれない奥深さ
小さいころ走り回った清香園園内
に怖さも感じました。
初めて、「盆栽＝（家業ではなく）日本文化」と感
じられました。

盆栽というものを理解するところから始めてみよ
うと思えました。
大学時代（マーケティングを勉強）
当時、何に悩んでいたか
①男性社会であること…物理的な面、大きな盆栽
を扱う腕力・体力が要る
②盆栽というものの将来性…業界がなくなってし
まう？という心配
大学４年の春、家業に入ろうと決めたのは…
盆栽は、年配・男性・金持ちのものというイメー
ジだったが、新しいファンをふやす、ナビゲータ
ーとして敷居を下げたいと決断しました。
盆栽園のイメージを変えていくには、若いうちに
始めたいとも。
■大宮盆栽村へようこそ
（ご紹介）
大宮駅と土呂駅の間あた
りに位置しています。
関東大震災をきっかけに
集団で移転してきた…
水と土の恵みがあったからです。
豊かな地下水脈・盆栽に向いている赤玉土
★小島 徹 会員に
「100 年ほど前、土呂村移転に際してご先祖様に
お世話になりました。
」
大宮盆栽美術館には大切な盆栽があります。
■世界盆栽大会
20,000 人目標のところ、45,000 人来場！という回
も。コロナ禍の今は、YouTube や SNS を通じて関
係性を保っています。
■盆栽ってなに？
鉢植えとの違いとはなにか。
鉢の中で元気に育てるのは共通で、違うのは
「風景を描くか、描かないか」となります。
盆栽は、作り手が感動した風景を鉢のなかに再表
現いたします。
瑞々しい風景、感じた冷気などご自身の中の風景
を思い、自由に鑑賞し
てください。
■真柏（しんぱく）の
盆栽
幹が白くなっているよ
うに見える部分＝「シ
ャリ」
。うねり方が特
徴的です。
茶色い部分が生きてい
る部分＝水吸い（幹全
体の２割くらいしかな
い）→生命力の強い木です。
自然がお手本。作り手は本物の木を見るよう教え
られているのは、このためです。
びゃくしんという木。
枝が茶色（水吸い）
、うねりを持った木 →
こう強くありたいです、盆栽で表現したいです。
■鑑賞法
①位置…正面（木の幹がお辞儀する方）の少し下

から仰ぎ見る。
②目線は木の中間に合わせて。

「盆栽の植物って、普通の木
とは違う種類？」→同じもの
です。小さく楽しむことがで
きます。
四季の変化を楽しんでほしい
とご提案しています。
■レンタル盆栽（展示盆栽）
ホテルなどに展示
時代に応じたサービスを増や
していくことにしています。
所有しなくても、盆栽のある
上質な空間を楽しんでほしいとの思い。
日本らしい設えを海外の方にも紹介したいです。

■見どころ…値段はどう決まる？
・木の付加価値に値段がつきます。
例）木が古くなる＝個体数の減少→付加価値高い
①根張り…四方八方に、山の裾野のように
②立ち上がり（幹の根もと）…太くて安定感
一の枝（一番下の枝）…幹肌の荒れ具合を見る
③枝ぶり…木は生きてい
る→バランスは変わる→
枝ぶりが整っているもの
は良
④葉性（葉の性分）
「全体で見飽きないほど
の風景か」+ 鉢の値段も
■床の間に飾りましょう
飾りの作法に則った設え
中心に掛け軸、
空間の右側に木を、
左下に下草（草盆栽）、
空間の広がりを感じます
育てるのも楽しいが、飾
っていただくのがよろし
いです。
・盆栽モチーフ
ユニクロで T シャツを制作
・桜の盆栽（副田会長も育てているとか）
…紅葉も楽しめる
・けやき 埼玉の木
■視覚的に木を大きく見せる
木の高さのわりに鉢を小さく
薄くしています。
中国と違い、日本では床の間
に飾る、目線で楽しむサイズ
の大きさが主流です。小さな
サイズを多くご紹介していま
す。
■彩花盆栽
女性、若い方にももっと気軽に楽し
んでほしいとの思い。
器にバリエーションをつけたり、色
味を柔らかくしたり、小さな庭のよ
うな空間を。
「庭がない」という人にこそ、小さ
なサイズをご提案。

■2006 年から地元小学校で盆栽教室の授業
小学５年生で盆栽を作る授業→学校で一年半育
て、卒業時に家に持ち帰る。調べ学習も。
初期の生徒さんがボランティアとして帰ってきた
ことも。清香園に就職した生徒さんもいました。
環境問題（脱炭素社会）
2021 年から挿し木を取り入れる
剪定した枝を植える→７年後、教材にできるので
は。自分達で緑を生み出していこう！
■彩花盆栽教室（都内・横浜・埼玉）ご案内
オンラインでも開催しています。
生徒さんは 80％ほどが女性。
コロナ禍で、受講者の年齢
層が下がってきた（30～40
代、小学生も）ようです。
毎日気に掛けると愛情
が移っていき、水・少
も
しの手間で、愛着に変
わっていきます。
土に触れるのは、健康
にもよいそうですよ。

