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筑西市の花　春の花　なしのはな

筑西市は日本で最も古い梨の産地のひとつ。
県の銘柄産地に指定される国内有数の産地
です。梨の白い花は、清楚で気品が漂い優
しさが感じられます。市の繁栄のシンボル
としてふさわしい花です。

筑西市の花　秋の花　コスモス

可憐でありながら、倒れても立ち上がる力
強さを持つ花です。『宇宙』という意味が
あり、市の将来性と可能性を象徴していま
す。また『調和』の意味もあり、４市町合
併で誕生した筑西市をイメージできます。

筑西市の鳥　つばめ

田植え期の田園を飛び交い、躍動感を感じ
させるその姿は、筑西市の将来像にふさわ
しい鳥です。益鳥であり、幸せを呼ぶとい
われています。軒先に巣を作る姿をよく見
かけ、親近感を感じる鳥でもあります。

筑西市の木　さくら

市内の全域に数多くの品種が植栽されており、名所も多く、広く市民
に親しまれています。
春、咲き誇る姿は美しく、存在感があり、また優しさも感じられます。

　　　　　　　
会 員 卓 話
　　　神 長 宏 寿 会員

　　　　　　　
新 入 会 員 卓 話  
　　　箕 川 達 也 会員
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『 仲良く　元気で　広げよう奉仕の輪 』　2018－19年度 下館ロータリークラブテーマ

ことと、伝えることの大切さを知ったという発

表でした。

筑西市教育委員会教育長賞

下館中　青木優依さん『人と共に』

　祖母の認知症と介護、家族の人たちの思い、

そして自分の思いと行いをもとにした発表でした。

下館ロータリークラブ会長賞

下館中　中山華花さん『ありがとうの反対言葉って』

　当たり前だと思い、感謝の言葉を言えずにい

たが、「ありがとう」と感謝を伝えることにより、

自分や周りの人達とコミニュケーションがと

れ、より良い人間関係が生まれることを知り、

そして、「ありがとう」は幸福の数であるという

気づきも得られたという発表でした。

幹 事 報 告 　      潮 田 武 彦 幹事

○９月23日神山バレエスクールポリオ募金

　結城アクロス午後１時集合

○下妻ＲＣから週報受理

○東京ヘレンケラー協会から寄付のお礼受理

卓　話 　     　　　篠 木 崇 史 様

　板谷波山をはじめとする文化・文化財を
　中心とした地域おこし

　本日はお時間をいただきありがとうございま
す。筑西市地域おこし協力隊の篠木です。宜し
くお願いします。
　私の掲げているテーマは「筑西市出身の陶芸
家板谷波山をはじめとする文化や文化財を中心
とした地域おこし」です。今年の３月に大学院
を卒業しまして、４月から筑西市に移住し、地
域おこし協力隊として活動を日々行っています。
　自己紹介に入ります。私は1993年、平成５
年の12月生まれで現在24歳、今年で25歳に
なります。生まれた場所は、自動車のスバルで
知られる群馬県の太田市で、幼い時に埼玉県の
熊谷市に引っ越しました。群馬県の太田市と埼
玉県の熊谷市は別の県で遠いように感じられま
すが、県境の利根川をはさんで北・南の関係性
で実際には遠くはありません。高校はまた太田
に行くなど、ひとつ２つの市で育ったといえる
と思います。
　趣味はサイクリング、将棋、洋楽鑑賞や美術
館見学で、大学生の時には自転車同好会という

前例会報告     第2847回   2018/9/19（水）

お　客　様　ようこそ下館ＲＣへ

篠 木 崇 史 様（地域おこし協力隊・板谷波山記念館学芸事務）

石 崎 顕 良 様（筑西地域おこし協力隊）

会 長 挨 拶 　   永 井 啓 一 会長

今日は何の日？　苗字の日です

　1870年の今日、太政官布告により、平民も

名字を名乗ることが許されました。それまで、

日本人のフルネームは領地の名などに由来する

家名（かめい）・普段遣いの下の名前といってい

い職名や仮名（けみょう）、親や主君以外は呼ぶ

ことをはばかられた諱（いみな）と呼ばれる実名

など複雑な構成でした。

　それが、現在は苗字と名前のみシンプルなも

のになりました。また、諱には一族を通じて共

有する通字（とおりじ）があり、これもその一族

を特徴づけるものの一つでした。

　鎌倉時代、源頼朝の家臣 畠山重忠を例にとり

ますと、苗字は一般的に地名、職名は荘司、実

名は重忠、重は通字で子孫が重をつける。姓氏

は平氏。他に源、藤原、橘氏があります。

　例　　畠山　荘司　平　次郎　重忠

長島茂雄、一塁ベース踏み忘れでホームラン無効

　そして、昭和33年の今日は、ジャイアンツ

の長島茂雄選手が一塁ベースを踏み忘れてホー

ムランが無効になってしまった日でもあります。

第 25 回筑西市少年の主張大会入賞者

　先日行われました第25回筑西市少年の主張

大会入賞者は以下のとおりでした。

筑西市長賞

下館北中　栗原成琉さん『輝いて働こう』

　駅員さんやお母さんの仕事を通じて、仕事の

楽しさを知り、自分もそのような仕事を見つけ

たい、という趣旨の発表でした。

筑西市議会議長賞

下館西中　亀形優珠さん『伝統を受け継いで』

　川島でのお祭りでの、太鼓や笛の練習を通じ

た地域の人達との交流のなかで伝統を受け継ぐ

荘名 ↑通字

地名 職名 姓氏 仮名 実名（諱）



『 ロータリーの心と力を地域社会へ 』　 2018－19年度 国際ロータリー第2820地区テーマ

つ声をおかけすることで、見方は変わってくる
ように思います。大人たちではなく、子供たち
が来ることもあります。その一つが、校外学習
です。これまでに下館小学校と小栗小学校の２
校の児童が校外学習で来ました。副読本に板谷
波山のことが載っていて、その関係でしもだて
美術館と板谷波山記念館を訪れます。私は、生
家についての説明と、板谷波山記念館に所蔵さ
れている陶片をもちいて説明をおこないまし
た。小学生を対応する中で私が重視しているの
は、「見る」「聞く」「体験する」という３つです。
特に、なにかしら体験させたいと思っています。
陶磁器、やきものというのは絵画と比べて難し
いと思われている印象があります。社会の教科
書を思い出していただければ、社会の文化史の
中で画家は取り上げられるけれど、やきものが
取り上げられることはほぼありません。日常生
活の中で、やきものに接しているハズなのに、
遠い存在となっています。「みる」ことは重要で
すが、見るだけではわからないことも多いで
しょう。「触れて」みることで、子供たちは子供
たちなりに考えます。例えばなんでこれがすご
いのか、とか、なんで割ってしまったのかとか、
です。本だけじゃわからない、来たからこそ分

かったことを提供してあげたいと思い励んでい

ます。
　また活動の２つ目が、調査・整理作業です。
板谷波山記念館には、多くの貴重な資料が残さ
れています。陶片というのは失敗したから割っ
たものですが、そこから読み取れる情報の可能
性を多く秘めたものでもあります。
　板谷波山記念館では10年前に整理作業が行
われていましたが、一方で、そのままとなって
いる部分もあり、確認作業を行う必要がありま
した。これは先程のスライドであげたように、
整理を行えば、ギャラリートークなどで充分活
用できるものです。陶片だけではなく、板谷波
山記念館に収蔵されている作品についても場所
とともに確認の作業をおこないました。まだ完
全ではありませんが、７～８割がたデータ化と
ともに終わりつつあります。私が来るまで、状
況は放置されていました。課題とはわかっては
いるものの、人手がなければ整理作業は行うこ
とはできなかったのです。状況の整備をおこな
うことができたのは大きかったように思います。
コレクション全部について計測し、確認すると
いう作業をほぼ半日おこなっていました。貴重
な経験であったように思います。

ところに入り、本州と四国を結ぶしまなみ海道
や、小田原から沼津までの箱根越えなどさまざ
まな場所に行っていました。
　また、大学・大学院では美術史を学んでいま
した。美術史というのはあまり聞きなれない言
葉かと思いますが、美術の歴史で、図像の意味
などを読み解いていく学問です。美術史の中で
も、特に日本の美術史を学んでいて、その中で
も日本の陶磁器について研究していました。ゼ
ミの活動の中で、宮内庁で飾られている盆栽を
いれる盆器の作品調査や、明治神宮宝物の作品
調査を手伝っていました。
　また大学の史料館でアルバイトをしていて、
日ごろの作品整理や収蔵庫の調査や、展覧会の
時には照明や作品展示の補助をおこなっていました。
　現在の活動としては主に２つ挙げられます。
現在の活動として、土・日・祝日を中心として、
板谷波山記念館にきた来館者に対して展示して
ある板谷波山の作品や、鳩杖や観音像など郷土
と波山のつながりや、ギャラリートークを行なっ
ています。今までの板谷波山記念館内の体制は
受付の方１人と事務の方１人で、事務仕事をし
ていた場合、観に来た人に対して残念ながら何
もできておらず、来た人はただぐるっと回って
出ていくという流れでした。そこで、見ただけ
ではわからないこと、わかりにくいことやプラ
スアルファの情報を提供したい、来た人に対し
て、来てよかったとかこんな場所があったんだ、
こんな人がいたんだ、ということを知ってほし
い、限られた時間の中で何かよかったと感じて
もらえればと思い活動しています。板谷波山記
念館にくるのは大きく分けて３パターンです。
ひとつは、テレビや本、映画で板谷波山の事を
知り、訪れてみようと思って記念館に来たとい
う人たち。２つ目が、しもだて美術館との共通
券で、板谷波山記念館に入ることができること
を知り訪れたという人たち。３つ目が、電車や
車で筑西市にふらっと来て街を歩いている中で
訪れたという人です。
　日々ギャラリートークをしていると、建物に
興味があるとか和菓子に興味があるとか、食事
を近くで食べたい、など多くの人に出会います。
そんな時に展示物だけではなく、街の情報も教
えています。
　板谷波山記念館に来る人というのは全員が板
谷波山を知っているわけではありません。また
陶芸といっても興味のない人ももちろんいま
す。ですが、ここがポイントなんですよ、と一
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宜しくお願い致します。

▼加藤　昌美さん　波山記念館学芸事務 篠木崇
史様、ようこそお出で下さいました。

▼関谷　　徹さん　篠木様の卓話楽しみです。

▼鈴木　光則さん　篠木さんの卓話、楽しみに
していました。石崎さん、ようこそ。

▼新井　和雄さん　篠木様の卓話を記念して。

▼百目鬼博行さん　筑西市地域おこし協力隊 篠
木様の卓話、楽しみにしております。

▼新井　利平さん　篠木崇史様、卓話有難うご
ざいます。宜しくお願い致します。

▼外山　壽彦さん　篠木さん、宜しくお願いし
ます。

▼中丸　　健さん　篠木崇史さん、今日の卓話
宜しくお願いします。

▼岩崎　晴男さん　 篠木さんの卓話を祈念して。
　今年の第13回「短歌甲子園」において、下館

一高・文芸部が２年連続全国優勝しました。
来年も頑張れ！！

▼神山　芳子さん　篠木さん、今日は宜しくお
願いします。

▼鈴木　健一さん　筑西市地域おこし協力隊 篠
木崇史様、卓話宜しくお願いします。

▼木幡　　浩さん　篠木様、ようこそお出で下
さいました。卓話楽しみにしております。

▼内山　勝洋さん　筑西市地域おこし協力隊 篠
木様、石崎様、ようこそお出で下さいました。

　篠木様、本日の卓話楽しみにしております。

▼神長　宏寿さん　篠木崇史様、卓話楽しみです。

本日の合計　19,000 円　　累計　237,000 円

出 席 報 告　   内 山 勝 洋 委員長

■メークアップ（敬称略）

９月 14日　少年の主張大会  

　　　　　  永井啓一・潮田武彦・早瀬浩一

　　　　　  新井利平・岩﨑晴男・中里泰久

９月 15日　第17期ロータリーフェローオリエ

　　　　　  ンテーション  新井和雄

９月 16日　2820 地区財団学友会総会

　　　　　   潮田武彦・新井和雄

９月 16日　ライラ委員会  神山芳子

　さて、神林コレクションについて、今月号の
市報ピープルの裏表紙にも載っているように、
板谷波山記念館にて「板谷波山・神林コレクショ
ン初公開　ふるさとへの贈り物」と題して10月
６日から11月４日までの約１か月間展覧会を
おこないます。
　最近の私の活動は、展示に関して動いています。
たとえば、チラシやポスターを茨城県内の施設
や、全国の美術館などに発送する作業をおこ
なっている他、インターネットやスマートフォ
ンのアプリに情報登録をおこなったり、イベン
トに関係したものの作業をおこなっています。
インターネットへの登録はいままで行われてき
ていませんでした。美術や展覧会が好きという
人が良くみるサイトというのもあります。
　また、チラシミュージアムという全国の展覧
会のチラシを見ることができるサイトもありま
す。どのようなサイトがあるのかなど情報を提
供しつつ、少しでも多くの人に来てもらいたい
と思い活動しています。
　最後にもう一度繰り返しますが、板谷波山記
念館にて展覧会をおこないます。１か月という
短い期間ですが、多くの方に来ていただきたい
と考えています。
　筑西市民の皆さまはピープルを持ってきてい
ただければ無料で見ることができるようになっ
ています。神林コレクションを一挙に展示する
という機会は今後もなかなかないと思われま
す。また44点もの作品が寄贈されるというの
は滅多にないことで貴重なことです。ふらっと
でもいいのでお立ち寄りいただければと思いま
す。私は毎週水・土曜日あたりに陶片をもちい
た説明のイベントを行う予定です。普段関わっ
ている人だけではなく、市民の皆様と一緒に盛
り上げていけたらと考えております。よろしく
お願い致します。

スマイルＢＯＸ    神 長 宏 寿 会員

▼永井　啓一さん　篠木さん、卓話楽しみにし
ておりました。宜しくお願いします。

▼潮田　武彦さん　篠木様、石崎様、ようこそ
下館ＲＣへ。本日の卓話宜しくお願いします。

▼馬場　　保さん　この度、石岡支店へ転勤す
る事となりました。これまでご指導いただき
大変ありがとうございました。尚、引き続き
石岡87ＲＣでお世話になります。今後とも
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