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　2011ー 2012年度テーマ
R . I . テ ー マ	 「こころの中を見つめよう　博愛を広げるために」
	 	 R . I . 会 長	 Kalyan		Banerjee
2580地区テーマ	 「簡素にして充実」	 地区ガバナー	 水 　野　正　人
クラブテーマ	 「質素にして充実」	 クラブ会長	 海 　内　栄　一

本日の卓話

前回（2/29　1257 回例会）の記録

	総会員数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率	 修　正　出　席　率
出　席　報　告

３/21	 「会員増強と少子化」	 東京練馬西RC　渡部恭伸	様
３/28	 「情報化社会が、世の中をどう変えてきたか、今後どのような社会になるのか」
	 	 	 東京品川中央RC　圷　昭二	様

今後の卓話予定

来　訪　者　紹　介

会長報告＜海内会長＞
おはようございます。
今日は皆さんにお願いがあります。
来年４月にはロータリー情報員会によりま
す炉辺会合が予定されています。その炉辺
会合の議題の一つに、いつもの「会員増強
について」が含まれます。その為今月は会
員の皆さんに「声かけ運動」の実行をお願
いしたいと思います。日頃、いずれは会員
候補と見当をつけている人に是非声をかけ
ていただきたい、ひょっとするとそんな声
かけを待っているかもしれません。また、
退会した方々にも「声かけ」をしてみてく
ださい。私達のホームページを見ている可
能性もあります。ダメで元々ではないです
が、声をかけることによって初めて真剣に

東日本大震災で被災された皆様に一日も早い平和と復興がおとずれますように
お祈り申しあげます。このような時こそ、我々ロータリアンは『五大奉仕』を実行・
実践しましょう。明日の日本と世界はみんなの手の中に！

「社会奉仕クラブフォーラム（まとめ）」

	 45 名	 0 名	 3 名	 39 名	 3 名	 92.86％	 1256 例会修正　欠席 3名・出席率 92.86％

◆ゲスト ２名 浅草愛好家　浅井　薫	様、会員夫人　関原公子	様

◆ビジター ０名 

考えてくれるかもしれません。そんな皆さん
の行動によって考えてもいなかったロータ
リーを身近に感じてくれて、もし今ダメでも
先々の候補になっていただけるかもしれませ
ん。そんな行動結果を集めて報告し合う炉辺
会合としたいと思います。
ロータリーは倫理運動であり、しかも実践す
る倫理運動です。事業の質とステータスを高
める経営者の運動です。このことを全面に押
し出して慈善活動だけではなく、もっと大き
く広がりを持った社会改善活動であり、社会
をよりよく住みやすくする人々の集まりであ
ることを訴えて、声かけを行ってみてくださ
い。いつか声をかけようと思っている方に是
非とも今月にやってみてください。

年間100％出席	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　該 当 者 な し



幹事報告＜藤掛幹事＞
・本日例会終了後、クラブ事務所にて第９回理
事・役員会を開催いたします。理事・役員の方、
ご出席をお願いいたします。	

・東京上野ロータリークラブより奏楽堂コン
サートのご案内が来ております。	

　開催要綱は下記の通りです。	
日 時	 平成 24 年 3 月 16 日　金曜日
	 開場　午後 3時 30 分
	 開演　午後 4時

場 所	 旧音楽学校奏楽堂
	 台東区上野公園 8-43

　ご参加ご希望の方は幹事までお申し出下さい。	
・浅草ビューホテル改装工事の為、3月21日
の例会より例会場が変更となります。詳し
くは次回例会（3月14日）にてご案内致し
ます。	

・他クラブより例会時間の変更のご案内が来
ております。クラブ事務所にてご確認くだ
さい。

委員会報告
＜職業奉仕委員会　長沼委員長＞
・３月27日、伝統の浅草花街お座敷体験会の
ご案内をさせて頂きます。是非御参加下さ
います様、お願い申し上げます。

＜関原公子様＞
・中学３年生〜高校生の皆さん、どなたか私に

協力をして頂けませんか？
　私は、上智大学院の一年生です。言語学の
英語教授法を専攻しています。来年の修士論
文作成にあたり、今、大きな壁にぶつかって
おります。修士論文のテーマは、Enhancing	
Motivation	through	"Tourismology"	です。
私の目的は、英語教育を通して子供達のモチ
ベーションを高めそれを地域活性化につな
げていければと思っております。その手段と
して、地元の立地条件を利用して、自分達で

英語の観光案内書を作り、そして実際に外国
の人達に英語で案内をするという計画を立て
ています。この一連の作業の中で、子供たち
がどの様に英語に対する態度やモチベーショ
ンが変わっていくか、又、異文化に対して、又
は、自国の文化に対してどの様に物の見方が
変わってきたかどうかを、リサーチの対象とし
たいと思っております。

　　私のこの計画に協力をして下さる方がなか
なか、見つからないのが現状です。どなたか、
協力をして頂ける方を紹介して頂ければ、幸
いです。もう少し詳しく、知りたい方は、下記に
お電話を下さい。

　　☎：３８６６−１８１４　　関 原 公 子

　急いでおります。すぐにでも、作業に取り組め
ればと思っております。宜しく‼

2011年〜2012年度　第9回理事・役員会報告
＜審議事項＞
１．２月度会計報告………………………承認
２．本会員の休会願いについて…………承認
＜報告事項＞
下記、報告があった。
１．次年度地区副幹事に斎藤彰悟君が指名さ

れる。
・本人も承諾。会長と次年度会長が派遣を
承認する。

２．ロータリー情報委員会より
　炉辺について。

・３月中旬より4月にかけて炉辺会合を行う。
・５月２日の例会にて発表を行う。　

３．プログラム委員会より　
４月11日例会にての童門冬二氏による卓話
時間延長について。
・卓話時間：13時より14時迄。
　　　　　（例会終了時刻　14時）

４．親睦活動委員会より
４月21日（土曜日）開催、親睦旅行について。
・参加者20名（3月7日現在）
・詳細については追って親睦活動委員会よ
り発表する。



卓話

ニコニコボックス
＜松崎、海内、永井、原田、古谷、井田、藤田、

藤掛、斎藤、笹生＞
・浅井様、本日の卓話よろしくお願い致します。
＜植木＞
・本日の卓話者　浅井	薫様をご紹介させて
頂きます。

＜長島＞
・日本語留学中のカンボジア３人の内２人が明
治大学と鳥取国立大学に受験合格しました。

＜長沼＞
・３月27日、浅草花街体験会、又、塚原光男
氏の講演会のご参加、どうぞ、よろしくお
願い申し上げます。

＜関原＞
・本日、私の妻が皆様にお願いごとがあり、
来会致します。よろしくお願い致します。

＜片岡＞
・お誕生日のお祝いをしていただき、ありが
とうございました。

＜松崎、長島、太田、浜中、中村、柘＞
・東日本大震災
　　　　頑張ろう　東日本！
　　　　立ち上がれ　日本！
＜小池、松崎、海内、長島、宮村、岩戸、加藤＞
・大震災より　はや１年
　引き続きの復興支援をお願い致します。

「大黒家のマッチラベル集について」

挨拶・自己紹介

　ただ今、ご紹介いただきました浅井と申します。生まれは浅草に近い入谷
です。浅草は子供のころからの遊び場でした。
　大学卒業後、地元に就職することとなりました。１９７９年（昭和５４年）
でした。ちょうど浅草に新たなイベントが実施されるようになった時期で
した。１９７８年（昭和５３年）には浅草カーニバルが始まっています。浅草
が静かな眠りから覚め、元の元気な姿を取り戻しつつあった時期から毎日の
ように浅草を見られたのは幸せでした。その後、浅草隅田公園梅まつり、桜
橋開通２０周年記念式典など多くの行事で皆様にお世話になりました。早慶
明３大学ジャズフェスティバルイン浅草の発足のお手伝いができたこともよ
かったと思っています。

浅　井　　　薫　様



　そんなとき、ひょんなことからあるところで古びた黒いスクラップブック
を見ることになったのです。それが、今回出版に協力したマッチラベル集の
ラベルのはられたスクラップだったのです。

ラベル集作成の経緯

　浅草のとあるお店の社長室で、古びた黒い小型のスクラップブックを見せ
ていただいたのです。その本、スクラップブックは表紙から台紙まですべて
真っ黒で、ところどころほころび、ほこりまみれで、今にもばらばらになり
そうな本でした。慎重に１ページ、１ページめくって行くと、それはマッチ
ラベルのスクラップブックでした。
　どの、マッチラベルも色鮮やかで、斬新なデザインで、まるで、外国の記
念切手のコレクションを見ているようでした。
　このマッチラベルのスクラップブックが残った経緯を尋ねると、向島の広
告代理店、富士越の先代の社長さんがマッチ作成の時の記録として１枚づつ、
残したものだったのです。富士越さんが社内の資料を整理する際、大黒家さ
んの戦前のマッチラベルとわかり、処分せずに、届けてくれたとのことでした。
　その時に、私といたしましては、浅草の老舗の天ぷら屋さんの記録として
ではなく、昭和初期の浅草の雰囲気を残す貴重な資料として、残すべきだと
直感いたしました。また、とかく、暗い時代と捉えられがちな昭和初期から
２０年までの戦前の世相が、必ずしも暗い面ばかりではなく、明るい面もあっ
たことを残したいと思ったからです。
　そこで、印刷物として残すことを提案いたしました。関係者の方々も印刷
物で残すことに大賛成で、私が作成に協力することになったのです。
　最近は、デジタル技術が進み、色彩の復元もかなりできるようになってき
ています。また、ヨゴレ、シミも取り去ることが可能になってきています。
しかしながら、マッチラベル１枚、１枚をデジタル撮影し、データとしてパ
ソコンに取り込む作業は時間のかかる作業でした。最終的にマッチラベル集
に掲載したものは２８２枚でした。なお、戦前のラベルと推測されるものは
１７６枚、戦後のラベルは１０６枚でした。

①『浅草寺改築落成大開帳』（昭和８年）	 ②『絵本江戸土産』の年の市のページ	

③	第 10 回ロサンゼルスオリンピアード	 ④	西中佐障害飛越
⑤	東京日日新聞８月 13 日　号外	 ⑥	奉祝　御降誕（昭和８年）
⑦	お写真



＜今週担当　伊石佳高＞

②『絵本江戸土産』①浅草寺　改築落成大開帳（昭和8 年）

③第10回ロサンゼルスオリンピック ④西中佐障害飛越 ⑤東京日日新聞８月13日　号外

⑥奉祝　御降誕（昭和 8 年） ⑦お写真


