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★事務所：神奈川県平塚市豊原町22-13 TEL/FAX：0463-36-2255

★例 会：第1・第3・第5 木曜日 12:30～13:30 大磯プリンスホテル TEL：0463-61-1111 FAX：0463-61-6281

会 長 新宅 文雄 会長エレクト 守屋 紀忠 幹 事 大藤 勉

№９第２５０３回 例会 令和２年１０月１５日

■司会:布川 史明 ■点鐘：新宅 文雄 ■合唱：手に手つないで

・10月22日：休会 ・10月29日：ゲストスピーカー ・11月5日：ガバナー補佐、理事会◇プログラム

)◇出席報告 例 会 会員数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 ◇欠席者（３名

２５０３回 16(13) １０ 76.92％ － － 原、太田、石山さん

)２５０１回 16(13) ９ 69.23％ － － ◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名

◇おめでとうがざいます

結婚記念日祝：守屋紀忠さん(10/3)

河本親秀さん(10/9)

新宅文雄さん(10/15)

：去年が50回、今年は新たな一歩で51回目守屋さん

になります。二人とも健康で農業に励んでおります。

見ての通り色は黒く，白いところがないんです。こ

れからも頑張って行きます。有り難うございました。

：お花有り難うございました。63回目にな河本さん

ります。50回は金婚式、60回はダイヤモンド婚式と

ありますが、61，62，63回は名前がないんですね。

90歳になってこの頃、人生を振り返るんですが、終

戦までは辛いことが多かったですが、その後は順調

に今日まで来ました。家族も皆元気でいますし、本

当に良い90年だったと思いますし、63年間、喧嘩は

しましたが別れることなく今日までやってこられた

事は本当に運が良かったなと思っております。この
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強運が死ぬまで続くようにと願っています。有り難

うございました。

：私は大磯クラブが創立された年に結婚し新宅さん

ましたので53年になります。ただ相手が亡くなった

ので一人でやっております。最近友達から紹介され

まして「なんとめでたいご臨終」という本を読んで

こんな人生ってあるんだなと吃驚しました。頂いた

お花は仏壇に飾っておきました。有り難うございま

した。

◇出席報告 鈴木美乃委員

◇会長報告 新宅文雄会長

秋本番になりましたが、新型コロナのため、色々な

事業が中止されております。

「文明の民ほど自己の仕事に誇りを持つものはなく、

文明の民ほど自己の沈滞に苦しむものはない」と言

います。コロナ禍の所為にばかりしてはならない。

クラブを前進させたいと思っております。

本日は緊急事態が発生した為、事務局員の手塚さ

んが休暇をとっております。実は、手塚さんの実の

弟さんの息子さんが、脳卒中で仕事中に倒れ、６日

後の一昨日に亡くなられました。昨夜がお通夜、本

日が葬儀.告別式ですが、新型コロナのため、家族

葬で執り行うそうです。親族の方は大勢いらっしゃ

るようです。手塚さんからは「勤続１４年目になり

ますが、今回初めて休ませて下さい。誠に申し訳あ

りません」と云っておりました。大変お力落としの

様子でした。

兄弟でメーカー会社を経営されていて、亡くなっ

た方も父親（手塚さんの弟）も同じ職場で働いてい

て、休憩が終わっても職場に来ないので、見に行っ

たら倒れていたそうです。仰天し、痛哭の極みだっ

たようです。お気の毒でした。

本日の例会の段取りは確り準備して、書類を私の所

へ持参してくれました。

＃10月18日は地区大会です。クラブからは私と大藤

幹事、守屋会長エレクトの3人が出席します。時間

は13:30~16:30。会場は鎌倉芸術 館です。様子に

ついては皆さんにＤＶＤで配付しますと言っていま

す。

＃、10月1日の理事会の報告お手元に配布されてお

りますのでご覧下さい。

＃、第８G会長幹事会の報告16人出席。オンライン

会議。

・10月22日締切り インドコロナ用救急車両購入

の為：寄付の件は1人当り500円程度。＝例会で諮っ

たところ、スマイルから｛（500×16）＝8000円、

に2000円プラスして｝10000円拠出する事に決しま

した。

・財団・米山寄付は出来るだけ協力下さい。

・補助金説明会 10/24, 1/30・・・・・10月19

日までに申し込み

・財団・米山寄付状況報告・・・・8月31日現在

状況一覧表 大磯は0円。
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◇幹事報告 大藤勉幹事

回覧

1．インドコロナ用救急車購入支援寄付＝前出

2．ハイライトよねやま

3．10月行事予定の第2504回例会日を10月22日と誤

って書かれていますが、22日は休会で29日に修正。

第8グループ会長幹事会のZoomのオンライ一昨日

に出ました。一人だけ旨く入れなくて8分ほン会議

ど経ってしまった。その方は最後まで声が出なかっ

た。会議の前に調整しておかなければ駄目だなと思

いました。メンバー17名中2名が欠席でした。一人

声が聞こえない人がいました。声と一緒に何かの雑

音が入ってくる。ＢＧＭ等は止めて静かにして参加

しないといけないなと。画面は16分割して話す人の

顔をパッパ･パッパ映し出してくれました。湘南の

三富さんが旨く操作してくれました。

Zoom会議の内容：

・平塚ＲＣはインド支援寄付は44,000円、会員60名

なので一人500円よりは多い。

・平塚北ＲＣは金目川清掃の記念式典を湘南農協で

行った。

・平塚南ＲＣ12月末で2名退会する予定。

・ＩＭが来年2月6日(土)に開催され、二宮ＲＣがホ

ストクラブになります。大磯クラブも協力すること

になっている。

・ガバナー補佐が、財団月間なので、財団寄付がど

のように使われているかを財団委員長が各クラブで

説明するのを奨めていました。

◇委員会報告：

☆スマイルボックス 瀬戸亨一委員

職業柄からひと言：屋根工事詐欺

屋根工事の詐欺が横行しています。昨日も2件、今

日もありました。屋根屋さんが来て、近くで仕事を

しているが、お宅の屋根に異常がありそうだから屋

根に上らせて下さいと言って屋根に上りました。ハ

ンマーで壊して、こんなに壊れていますと言って見

積書も出さずにやりましょうという話になるんです。

それで我々が呼ばれて行って、屋根に上って見ると

壊されたことが明らかに分かりますし、それを修理

します。そんな事が昨日2件、今日もありました。

凄く多くて屋根屋業界も瓦屋さんも大変なことにな

っています。そんな事があることを皆さんに知らせ

ようとしています。皆さんのところへ屋根屋が行っ

たら屋根には上らせないようにして下さい。

もうひとつ、マスクを何回も洗って再利用している

と,ケバケバが出て顔に触れると気持ちが良くない

ですが、マスクが口の周りに直接触れないプラスチ

ック製の小物の紹介がありました。

鈴木美乃さん卓話楽しみです。結・河本親秀さん：

婚記念日のお華有り難うございました。新宅さん、

守屋さん結婚記念日おめでとうございます。

結婚記念日、守屋さん、河本さん、・瀬戸亨一さん：

新宅さんおめでとうございます。美乃さん卓話楽し

みにしています。

河本さん、守屋さん、新宅さん・百瀬恵美子さん：

御結婚記念日おめでとう、何時までもお元気で。

お花ありがとうございました。鈴・守屋紀忠さん：

木さん卓話よろしくお願いします。

今日は卓話よろしくお願いします。・鈴木美乃さん：

結婚記念、守屋さん、河本さん、新宅さんおめでと

うございます。

結婚記念日の花今朝頂きました。・新宅文雄さん：

ありがとうございました。鈴木美乃さん卓話楽しみ

にしています。

守屋さん、河本さん、新宅さん結・布川史明さん：

婚記念日おめでとうございます。鈴木さん卓話楽し

みにしております。よろしくお願いいたします。

いつも欠席つづきですみません。・田中敏治さん：

これからも宜しくお願いします。鈴木さん卓話お願

いします。

守屋さん、河本さん、新宅さん結婚・大藤勉さん：

記念日おめでとうございます。鈴木さん卓話楽しみ

にしています。
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☆河本親秀さん：

米山奨学生のイスラーム･ア当クラブがお世話した

がＪＲ東日本に就職したことシュラフ君(エジプト)

は以前申し上げましたが、昨日電話があり、現在新

宿にある関東工事事務所に配属されて最近行われた

原宿駅大工事に携わっていたそうです。一度ぜひ大

磯クラブへ行きたいと言ってきました．それでこち

らの例会スケジュールを知らせました。ＪＲでは月

に1回新人でも好きな時間に出退勤しても良いとい

う制度があるとのことで、それを利用して行きたい

と言っていました。また彼がＪＲ東日本に就職でき

たのはいつも青少年交換でお世話になっている天野

さんがＪＲ東日本の副社長の方と幼なじみであると

いうご縁のお陰と言っていました。

◇卓話

◆◆◆ハワイアンキルトついて◆◆◆

鈴木美乃さん

こんにちは、コロナで大変なこの頃ですが、いよ

いよGo To Travelがはじまりましたね。どちらかに

いらした方いらっしゃいますか？いつもとは違う場

所に行き、異文化に触れたり食事をするのはとても

楽しいことですね。旅行好きの日本人、でも海外に

はしばらく行けそうもありませんが、海外といえば

･･･皆さんハワイはお好きですか？日本人にはとて

も人気がありますよね。何か、はまるというのか違

和感がないというのか，ハワイアンミュージックも

フラダンスも日本でとても愛されていると思います。

私もハワイが大好きです。ホテルのベッドカバ

タペストリーとして使われているーや壁に飾られた

、お土産屋さんにも沢山売られてハワイアンキルト

いるので皆さんもきっと一度はご覧になったことが

あるかと思います。オアフ島には賑やかなところか

ら少し離れたところに博物館があり素晴らしい展示

があります。かつての王族の羽のマントのような豪

華なものをはじめ王族のためのキルトも飾られ、非

常に見ごたえがあるので、もしまたいらっしゃった

らぜひのおすすめです。

さて、名前は違っても ようキルトは世界中にある

です。 ？生地を重ねて厚くして縫い、日本では刺し子

保温に使用したり強さを作ったり、剣道着、柔道着

などにも使われているような？そんなものがあった

アメリカではエコなパッチワークキルトりですね。

があります。着古したドレスなどを四角や三角に小

さく切って幾何学模様に縫い合わせて一枚の大きな

布にして綿を挟んで布団などに仕立て直したりする

ようです。

といって2枚合わせフランスにはトラプントキルト

て畝状に縫った生地の畝にひもを差し込んでポコポ

コした布を作って服に仕立てるのですが、これは貴

族の衣装などに使われていたようです。

どうして暑い南の島ハワイアンキルト、そもそも

まずはそれを知るで独自のキルトが生まれたのか？

ために少し に戻ることにします。ハワイの昔

1795年カメハメハ一世がハワイ王国を建国しまし

た。美しい場所で島民たちが幸せに過ごしていたの

1820年代、ではないかと想像しています。そこへ･･･

にアメリカから宣教師の一団がカメハメハ二世の時

宣教師の夫人たやってきて住み着きました。そして

ちは島の女性たちにパッチワークキルトの作り方を

ということです。アメリカ人の家にあるきれ教えた

いな布を見て教えてといったのかもしれませんね。

当時ハワイには布を切る習慣がなく。フラダンスで

見るようなコシミノをつけていたのでしょうか、バ

ナナの葉を植物のツルで縫って敷物などを作ってい

るくらいだったようですので布を見て驚いたかも知

れませんね。

時がたち1893年にリリウオカラニ女王(有名な曲
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アロハオエの作者)が最後の王として退位し、1894

年にハワイは共和国として独立、イギリス人が大統

領となりました。そしてその4年後の1898年、つい

にアメリカに併合され、自治領ハワイ準州となりま

した。宣教師が来島してからの何十年の間に人々は

服を着るようになり、また布を使ってハワイ特有の

キルトが作られるようになりました。

洗濯後、干してある大きな布にヤシの木の影が映

り、その形をなぞってアップリケにしてキルトを仕

立てたのが、その独特な模様の始まりだと言われて

います。今では花や植物のモチーフを広げたような

図案で作られるものが基本になっています。

ところで、アメリカから見るとハワイは確かにリ

ゾートではありますが、アメリカ本土からは遠いで

すし特に土着の民の作るキルトの事などはあまり気

にしてはいませんでした。しかし

1970年代にニューヨークでキルト展があり、ハワイ

アンキルトが紹介され、一挙に世界中の人が知るも

確かに考えてみるとアメリカ本土のとなりました。

ではハワイアンミュージックもフラダンスも全くと

言っていいほど人気がないのです。だから日本人は

本当にハワイが好きだなーと改めて思いました。

ハワイ好きの日本人にハワイアンキルトをそんな

広めた人は？ということになりますが、タレントの

彼女のトークや作品などのキャシー中島さんです。

魅力もあり、日本人のハワイ好きも手伝ったと思い

ます。その当時は日本は専業主婦が多かったですし、

あっという間にたくさんの主婦が飛びつきました。

小さな布から大きな布を作り上げるパッチワークは

なかなか大変、でもハワイアンキルトは初めから大

きな布を使えるし、パターンもダイナミックでゴー

ジャスなイメーイが人気の原因だったと思います。

はパターンをアップリケしたらキルト用の作り方

綿を裏布ではさみ重ねてキルトしていくという順番

＝パターンカット→しつけ→アップリケ→しです。

つけ→キルト→バイアステープ作り→しつけ→ふち

全て手縫いです。ハワイで売っているも縫い仕上げ＝

のに比べ(キャッシーさんの縫い方がもとになっています

が)日本で皆さんが作っているのは非常に針目が細かく

きれいで、ハワイで行われているキルトコンクールでも日

本人が受賞することもよくあります。作品は先生級になり

ますと一枚が数十万円もするものもあります。

勿論私のものはそれほどのものではありませんが、今

日持ってまいりましたものも一応すべて1針1針手縫いで

作りましたのでご覧ください。ハワイアンキルトの特徴は

パターン周りの細い畝状のキルトです。そして「癒やさ

れる」といわれる手触りは手のひらのしわと同じような感

覚を味わえるキルトの表面、ぜひ体験してください。

とにかく大変時間がかかるので(私の場合です)大変

ですが、せっかく大磯に暮らしているので海を見ながら

今はなかなか行けなくなったハワイを思って作りたいと

思います。

本日は私の趣味のテーマにお付き合いいただきあり

がとうございました。

：鈴木さんは自作の数々のキルト作品を手に編者注

取りながら説明をされ，経験者の百瀬さんとの楽し

い対話や、我々も見ながら触りながらその色合い、

手触り、手縫いの細かさ、繊細さに感嘆の声しきり

でした。
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がありました男性陣からはこんな質問

・何に使われるのか：

敷物、膝掛け、赤ちゃんを包む、ソファーに置く，

壁掛けetc.

･どれくらい時間がかかるのか：

1メートル4方の大きさで速い人なら1ヶ月くらい。

私は数ヶ月かかります。

：鈴木さん、初めて聞きました。素晴らし新宅会長

い卓話でした。有り難うございました。


