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田中　和俊

イマジンロータリー！。今月は会員増強・
新クラブ結成推進月間です。先日ご紹介した

「ロータリークラブに入ろう！」にも会員増強
についての記載があります。第 2840 地区の田
中久夫パストガバナーもクラブの会長になっ
て一番腐心したのが会員増強だとおっしゃっ
ています。会員数はパストガバナーが入会さ
れた 15 年前の 100 名から 64 名にまで減少していたとのことで
すが、他のクラブが会員数を増やしていたため焦りがあったよ
うです。しかも地元群馬県高崎市では一番の老舗クラブである
ため、危機感覚えた当時の田中会長は、幹事、会員増強委員長、
親睦委員長と原因を調べるために話し合いを重ねたそうです。
そして出た結論は、
①シニア会員自らが自覚するべきことを正しく認識していない
こと。
会長経験者がクラブ運営に積極的でなくなり、卒業した気分に

なること。若手のお手本になっていないこととあります。しかし
ながら、この点については我々のクラブは当てはまらないと思い
ます。今年度においても会長経験者の方々が理事や委員長をお引
き受けいただいておりますし、これまでもそうでした。年輪会の
皆様は我々会員の良いお手本になってくださっております。
②新会員へのフォローが不足していること、ロータリーの理解

浸透について前向きに取り組んでいないこと。
「新会員は、近い将来その周辺の友人たちを連れてきてくれ

るキーマンであり、その反面、彼らを失うことはその周辺の新
会員ターゲット層を根こそぎ失うことを意味する。彼らが、ク
ラブに居続けることは有意義だと思える環境を作ることが大切
なのだ。それには彼らの紹介者やクラブのシニア会員、会長や
幹事の役員たちのバックアップ（フォロー）が必要なのだ。」
とあります。まずは例会の充実なのかと思います。そしてラウ
ンドテーブル等のお酒の入った席での懇親。私のお話も眠たく
なるような話にならないように気を付けたいと思います。
「また新会員に対し、単にお客様のようにおもてなしをする

のではなく、彼らがロータリーを知り、好きになり、楽しむよ
うになれる教育を提供することが大切なのだ。それは本来、彼
らを迎え入れたクラブが責任を持って取り組むべきことなのだ
が、それができるクラブは少ない。彼らはロータリー知識を得
る機会が与えられることなく、ただ例会に出席し、ポツネンと
昼メシを食べて帰るだけのロータリー活動になってしまう。こ
れでは続くはずがない。」とあります。たしかにそうですね。ロー
タリーのことが、そしてクラブのことが好きにならないと続か
ないですよね。私が思うにお互いに相手に求めるだけではなく、
お互いに自分からというのが大事なのかなと思います。まずお
互いに名前を覚える。仕事を知る。家族構成を知る。知らせる
ことも大事かと思いますので、今年度は、会員卓話も入れてい
きます。
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会員卓話「印刷の始まり」会員卓話「印刷の始まり」

　川路　理幸
皆さんは印刷物というと何を思われるでしょ

うか。商品を販売される企業さんなら広告など
印刷をよく利用されるかもしれませんが、だい
たいは事務系のものが多く、封筒や名刺類が思
いつくと思います。

ペーパーレス時代が来て、伝票類、いろいろな
書類が大幅に減少しました。印刷業は衰退産業と呼ばれています
が、生活の中にはとても身近なところに印刷物はあるのです。例
えば生活の中では、新聞、食料品のラベル、パッケージ、お菓子
の袋など、壁にはカレンダー、部屋には冊子などがないでしょう
か。特殊なものでは、銀行のカード、診察券など皆さんのお財布
にも入っているかと思います。山形屋さんの商品券や手提げ袋、
包装紙も印刷物です。案内板のシールやクリアファイルの印刷な
どもあります。改めて印刷物を探してみると、あらゆる印刷物の
中で生活していることに気づきます。

この印刷物はどこから始まったのだろうということで、歴史
を少し調べてみました。

印刷はグーデンベルグが発明したことが有名です。てっきり
西洋が始まりかと思っていましたが、実は中国が発祥のようで

す。発祥がアジアとは驚きでした。3000年ほど前に中国で始まっ
たのが有力説のようで、日本の縄文時代にあたります。当時中
国では「割符」というものが使われ身分の高い人が竹に大切な
証明を文書で書き、それを二つに割って相手に渡し、それが二
つぴったり揃えば本物の公文書であるという証明になっていた
ようです。そこからハンコができ→拓本（石の文を紙に写した
もの）→版画（木版）→活版印刷へと移っていきます。

日本に印刷が伝わったのは 6 世紀の中期で、（日本の飛鳥時
代にあたります）遣唐使を通じ、中国から韓国を経由して、様々
な文化を輸入していたようで、奈良の大仏が建てられたのもこ
のころです。（天平 15 年（743）に聖武天皇によって発願され、 
17 年（745）から準備が始まり、天平勝宝元年（749）に創建）。

そのころ日本には称徳天皇（孝謙天皇こうけんてんのう）と
いう女性の天皇がおり、大変仏教に力を入れ、道教というお坊
さんに位をあげ政治を任せました。国中のお寺にお経を広める
ために道教が 770 年 100 万巻（まんがん）の「陀羅尼（だらに）
お経」を刷りました。全部刷り終わるまでに 6 年もの歳月を費
やしたそうです。

このお経が世界に残る一番古い印刷物で東京国立博物館に保
管されています。

これ以降日本では 300 年もの間、印刷は行われませんでした。
なぜ 300 年もの間、途絶えてしまったのでしょうか。
それは日本では文字を読める人が一部の偉い人達だけでかな

ゲスト卓話「多彩だからこそ面白い〜これからの子どもたちと大人たち」
　　　　森の学校楠学園代表理事　藤浦　清香様 会員増強・新クラブ結成推進月間８月



ロータリーソング：「それでこそロータリー」
職業宣言唱和：３・４
ゲスト紹介：ベストフレンド＝ MAKE（メーク）
　　　　　　　代表　宮里　幸彦（みやざと　ゆきひこ）様
食事：「米山ランチ」・「本日の演奏」
会長の時間：会長　田中　和俊君
会務報告：幹事　松元　まや君
１）本日の配布　①週報　②ロータリーの友 8 月号　
　　　　　　　　③月信８月号
２）本日上期２回目の情報集会を開催いたします。
　集合時間　18：20　
　場所　クイーンズしろやま（桜島フェリー埠頭北側岸壁）
　出席者：田中、松元、池畠、岩下、植田、加島、川路、
　　　　　小福田、下、高岡、田實、橋元、平山、宮脇、
　　　　　吉田、鈴木
３）RCC 例会　8/21（日）　11：00 ～　リンクビル 9 階
　指名出席者⇒小福田・福留　各会員

４）　次週例会　お盆の為休会
　次回　８/22（月）例会プログラム　　 　
　ゲスト卓話　特定非営利活動法人森の学校楠学園代表理事　
　　　　　　　　　　　藤浦　清香（ふじうら　さやか）様
　「多彩だからこそ面白い～これからの子どもたちとおとなたち」
　上期３回目情報集会　於：ごはんのじかん
出席報告：出席委員会　
スマイルボックス：親睦委員会
友の見どころ＝広報雑誌・IT 委員会
卓話：会員卓話「印刷のはじまり」　　　　　川路　理幸君

次回例会　令和４年８月29日（月）
ピアノリサイタル
入来　慶子　様

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2055回例会 53名 42名 84.00%
前々回（7月25日）の補正 53名 40名 78.43%
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本日の曲目：イマジン、瑠璃色の地球、アメージング・グレイス 演奏：入来慶子

り識字率が低く、たくさん印刷する必要がなかったということ
になります。

江戸時代に入り、商業が盛んになり、町民の間でも文字の読
み書きができる人が増えていき、商売をするには「読み、書き、
そろばん」が必要になってきました。多くの寺子屋ができ、人
口の 8 割が読み書きできたといわれています。識字率が非常に
高くなっていくわけです。

このころからカラフルな「浮世絵」、瓦版なども木版で印刷
されるようになってきました。ようやく日本の印刷文化が始ま
りました。

日本の江戸時代の木版印刷といえば、多色刷りの浮世絵があ
げられます。

喜多川歌麿、写楽、葛飾北斎、安藤広重が有名です。木版と
いう技術で浮世絵といった日本独特の芸術が生まれたと思いま
す。この文化の生まれる背景には鎖国が関係しています。

江戸時代、日本は鎖国をしており、（1639~1825 年 215 年間）
ヨーロッパからの印刷技術から大きく取り残されていました。
そのころドイツではすでに金属活字による新聞が発行され、印
刷機は木製から金属製に変わり、新聞印刷に使われる輪転印刷
機まで発明されていました。だいぶ遅れていたわけです。

鎖国も終わり江戸幕府から明治政府に代わりました。1867年、
今までの印刷技術の遅れを取り戻すべく明治の初めに「印刷術」

『製紙術』と取り入れていきます。
日本に初めて洋紙が入ってきたのはアメリカからで、その後

洋紙技術が伝わり、洋紙生産が日本で初めて行われたのは 19
世紀後半の 1874（明治 7）年のことでした。

日本では印刷機械を手に入れたわけですが、「漢字、ひらが
な、カタカナ」の活字を作らなければなりませんでした。この
活字を作ったのが本木昌造で明朝体という書体で鉛の金属活字
を作りました。これにより明治元年から 9 年にかけ、3600 点
もの書物が作られていたようです。有名な本に福沢諭吉の「学
問のすすめ」がこのころ発行されています。明治 3 年には新聞
が、明治 14 年には紙幣が印刷されました。

ここから日本は近代国家へ道を歩み始めます。
活版印刷といえば皆さんもご存じでしょうか。複写伝票類に

はまれに今でも使われることがあります。活字を並べて凹凸の
ある版（画線部：凸、非画線部：凹）の凸部分にインキをつけ、
用紙に圧力をかけて転写する印刷方式です。版は、印鑑のよう
に画線部が鏡文字になっています。

コースターなどには今でも使われています。特殊なもの以外
には今ではほとんど使われることはなくなりました。

さてここからどんどん進化をしていきます。
製版といって印刷の版をつくるのですが、昔の木の版と同じ

工程の部分です。活字から写真植字、デジタルとなっていきます。
1960 年後半コンピューターが登場しデジタル化

1970 年初頭にコンピューター組版システムが開発され 70 年
代末にはワープロが出てきます。このころから活字を必要とし
なくなる組版が可能になりました。

この組版システムのメーカーは出てきては消えでどんどん変
わっていきました。

写真データの画像もオフセット印刷技術の向上とともに進歩
していきました。

オフセット印刷は印刷機の種類です。新聞など大量の印刷物
には輪転機といって、トイレットペーパーが巨大化したような
紙に印刷していきます。オフセット印刷は枚葉といって一枚一
枚の紙に印刷していきます。

1980 年代にはコンピューターによる製版システム導入、さ
らに DTP（ディスク・トップ・パブリッシング）と呼ばれる
パソコン上で印刷物のデータを作成することをいうのですが現
在のマックやウィンドウズになります。印刷業界ではマックが
主流ですがそれを使った書籍や雑誌のデザイン・レイアウト編
集作業が急速な発展を遂げています。

カラー印刷は写真などを紙媒体からと取り込むことが多かっ
たのですが今はデジタルにより、より鮮明できれいな文字、画
像の印刷が可能になりました。

現在ではネット通販などで、格安でカラー印刷できるように
なっているのをご存じだと思います。これは本当に印刷会社に
とっては脅威となりました。30 年ぐらい前、カラー印刷は高
額で簡単に手が出ませんでした。しかし今では数量の少ないも
のは一万円程度で印刷できたりします。ここ何十年でカラー印
刷の価格が一番変わったように思います。

近年コロナで印刷業界は大変なダメージを受けました。
いろいろな印刷物の絡む事業自体がほぼなくなり、人寄せの

広告が無くなりました。金土日の新聞にチラシが入らないとい
うことがありました。

薄っぺらな新聞を見て恐ろしく感じたことを覚えています。
なんとか今は制限がなくなり少し戻りつつありますが、又感

染者が増えているので、警戒しているところです。
こんな影響を受けながらも印刷は技術も機械も確実に進化し

ていくと思います。今後印刷がどのように変化し、進化を遂げ
るのか見ていきたいと思っています。

●福山　泰広君／スマイル連続記録が止まるのを阻止するためス
マイルいたします。

８月８日のスマイル　小計 3,000円　2022〜2023年度　累計 112,500円


