例会場

埼玉りそな銀行
蓮田支店

点鐘

12:30

会長

田中政司

幹事

栗原 均

司会

島村 功

✰斉唱

３Ｆ

我等の生業
おぼろ月夜

✰唱和
四つのテスト 齊藤清和
お客様紹介
親睦活動委員長 山岸茂夫
✰本日のビジター
卓話者

荒木臣紀氏

蓮田松韻高校ＩＡＣ
顧問

大塚寛史先生

生徒

佐々木南那さん

４月第４例会に足元の悪い中、ご出席
ありがとうございます。新緑が芽吹くこの
季節を二十四節気では穀雨と言い、春の柔
らかな雨に農作物が潤うという意味です。
この時期に農作物の種をまくと、雨に恵ま
れ、よく成長するといわれています。しか
し、寒暖の差がありますのでご自愛下さい。
先週の例会は姉妹クラブであります台北古亭クラブとの合同例
会が開催され、姉妹クラブ継続調印も無事に終了しました。その
後、台北古亭クラブ会員配偶者の皆様を含めて屋形船で親睦を図
りました。ご参加されました会員の皆様ありがとうございまし
た。また、４月２１日には親クラブであります岩槻ロータリーク
ラブ創立５５周年記念式典に大勢の会員の皆様にご出席いただ
き、式典、講演会そして懇親会と長時間に渡りお疲れ様でした。
さて、本日は 3 月 24 日から２９日まで国際ロータリー
第 2770 地区インターアクト日韓国際青少年交換事業として蓮田
松韻高等学校から３名のインターアクト生が訪韓しましたので、
その報告をしていただきますので後ほどよろしくお願いいたしま
す。そして、本日の卓話者は、お手元にあります東京国立博物館
のパンフレットの３３ページに掲載の東京国立博物館調査分析室
長の荒木臣紀様です。荒木さんは、蓮田にお住まいでお子様が
ボーイスカウト活動をされている関係で今回卓話をお願いいたし
ました。東京国立博物館は、日本と東洋の文化財の収集保管、展
示公開、調査研究などを目的に設立され日本で最も長い歴史を持
つ博物館だそうです。今を生きる我々には先人が残した文化財を
後世に引継ぐ義務があると思います。そのために文化財の保護に
は資金や実際に保存・修復をする技術を持った人材育成も重要で
す。本日は文化財の保護と修復についてお話をお願いしていま
す。文化財保護に係る先端技術や裏話などが聞けるのを楽しみに
会長あいさつといたします。
本日も例会にご出席ありがとうございます。

吉留千陽さん
遠藤尚輝さん

地区事務所より

永井由真さん

・「ロータリーの友」より投稿のお願い 「わがまちの味」

蓮田ＲＡＣ
会員

高

・第４回 RYLA 研修会「修了授与式」案内

博珩さん

・地区補助金海外特別枠に関してのアンケートのお願い

✰外部卓話

・My

「文化財の保存と修復」

地区ローターアクト委員長 井上 亮氏より

東京国立博物館学芸研究部
保存修理課調査分析室長
荒木臣紀氏

Rotary 登録マニュアル、戦力計画立案ガイド

・関東ブロック研修会案内
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蓮田松韻高校 IAC 顧問、生徒の皆さん

蓮田 RAC
高 博珩さん

大韓民国 京畿道 第 3750 地区
３月２４日～２９日 （5 泊 6 日）
今回私は初めて海外研修に参加させていただきました。私自身海外に行った経験がなく
しかも韓国語が全然話せない状態での研修だったので、行くまでは不安な気持ちでいっぱい
でした。ですが、現地に行ってみるととても暖かく私たちを歓迎してくれました。また、
ホームスティ先の方達は美味しい料理を食べに連れて行ってくださったり、初日から大量
のプレゼントをくださったりしてくれました。２日目は研修前から練習していたダンスを
遠藤尚輝さん
披露。思っていた以上に韓国の方が盛り上げてくれたり、とても良かったのではないかと
思いました。４日目では現地の高校生との交流会がありました。折り紙、授業に参加。５日目は自由行動
だったため首都ソウル行きソウルタワーを見ました。貴重な経験をさせていただき有難うございます。
今回私は初めて海外研修に参加させていただきました。私は、海外に行くこと自体初め
てだったのでとても不安でした。ですが、私は前から韓国が好きで韓国語を勉強していて
日常会話程度はできるくらいでした。現地の方は積極的でどんどん質問をしてくれてとて
も話しやすかったです。
韓国の学校はクラスが１０クラスありとても驚きました。教室の後ろにとても脚の長い
吉留千陽さん 机があり何か聞いてみると、眠くなったらその机に行き、立って勉強するらしいです。
３日目はエバーランドへ。４日目は高校に行き授業や人形づくりをしました。韓国は事業中に
スマホを使っても先生に注意されておらず日本との違いを感じました。
今回私は初めて海外研修に参加させていただきました。韓国に行くのは今回が初めてで
韓国語も勉強したけど全然話せない状態で行くことになってしまってとても不安でした。
ホームスティ先の方が日本語が分かる人で、分からないことがあった時すぐに質問できた
ので良かったです。日常で使う言葉を教えてくださったのでとても勉強になりました。
韓国の伝統的な料理を食べることが多く、辛くなくて優しい味がする物を用意してくれ
佐々木南那さん たのでたくさん食べることができました。交流会、韓国の遊園地エバーランド、高校訪
問、自由行動の日はソウルへ明洞や東大門へ行きました。
日本と違うところもあるし、学ぶこともたくさんあったので韓国研修に行って良かったと思いました。
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博物館の仕事 ・展示 公開
・保存収集
研究
教育
コンサバターの仕事
・文化財を管理して、長く後世に伝える
－収蔵、展示、展覧会で文化財を保護する
・文化財の状態を調査する。
・文化財を修理する
文化財を劣化させる因子
・物理的劣化（天災、ハンドリングミスなど）
・化学的劣化（温湿度、光、空気環境など）
・生物的劣化（小動物、虫、黴）

文化財を取り巻く環境を整える
・温度、湿度の管理
・虫菌害対策と処置
・光の管理
・空気環境（汚染物質）の管理
・輸送の管理
・ケースの設計と管理
・建物、展示室の設計と管理
文化財を修理する
・適切な修理方針の確定
・適した材料、工法の選択
・工程管理
・申請手続き
・資金の準備
・修理後の保存、展示方法を
決める

収蔵品の点数：公称 18 万点
ただし、数え方によっては 100 万点
しかも、未だ調査の手が入っていない作品もある。

年間に行える修理件数：100 件
すべての修理を終えるのは？
180,000÷100＝1,800 年
防災・盗難
・盗難対策 ・地震対策
・水害（消火時含む）

展示、展覧会で文化財を保護する
・展示環境を整える
➢ケースの設計
➢使用材料の選択など
➢光源の選択
➢展示室、ケース内の温湿度調整
・輸送方法の検討（調査も含む）
・虫菌害対策（来館者の飲食方法、
物販品の選択と梱包方法や管理、
清掃方法や用具の検討、虫の混入対
策、燻蒸など）
生物被害対策
・総合的害虫管理（I.P.M）
－清掃の計画（方法、間隔など
－虫捕獲報告の集計と対策の検討
・必要に応じて最小限の燻蒸

修理作業の様子

解体

クリーニング

・火災対策

文化財の状態を調査する
・調書（カルテ）の作成
・肉眼による観察
・拡大鏡による観察
・様々な光学調査による観察
・例■赤外線、紫外線、
テラヘルツ波Ｘ線(CT 含む)
可視光蛍光など
・触診による調査

貸与、借用に際して
・輸送に耐えられるか？
・輸送方法の検討
研究
・保存科学の研究
・文化財調査
（分析手法、個々の調査）
・他の研究機関との連携研究

補紙（繕い）

修理後
裏打ち

折れている箇所の補強

表具の組み立て

まとめ
・博物館の使命は「展示公開」と「保存収集」→使えば加速度的に資源
が無くなり、使わなくても資源は無くなっていく
・現状の文化行政多において多くの文化財を末永く伝えるには修理より
保存に重点をおく
・文化財の維持には人とお金がかかる ・仕事がないと人が育たない
・文化財の復旧が行えて、震災復興と言える

トーハクの活動紹介より

＜一部掲載致しました＞
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田中政司さん 雨の中、ご出席ありがとうございます
蓮田松韻高校インターアクト部の皆
様、ローターアクトの高さん ようこ
そ。本日は荒木臣紀様 卓話よろしく
お願い致します。
栗原 均さん 妻への誕生祝ありがとうございました
荒木様 卓話楽しみです。松韻高校生
ようこそ！
岩崎一隆さん 妻の誕生祝いありがとうございました。
荒木様 卓話ありがとうございます。
舟山清志さん 本日、東京国立博物館荒木様、蓮田松
韻高校ＩＡＣ大塚先生、生徒様、蓮田
RAC 高様、蓮田クラブへようこそ。
鯨岡文夫さん 荒木さん 卓話ありがとうございます
IAC の皆様ようこそ。
黒須雅行さん 荒木さん卓話宜しくお願いします。蓮
田松韻高校大塚先生、インターアクト
生徒の皆様、蓮田ローターアクト高さ
ん、ようこそ蓮田ロータリークラブへ
武藤倫雄さん 荒木様、本日は卓話よろしくお願い致
します。蓮田松韻高校インターアクト
の皆さん、ローターアクター高さんよ
うこそ。
齊藤清和さん 荒木さん、卓話よろしくお願いします
蓮田松韻の皆さん、高さんようこそ
５/１３水辺ウォークよろしくお願い
します。

田原春夫さん 東京国立博物館 荒木臣紀様、卓話宜
しくお願い致します。蓮田松韻高校
ＩＡＣ大塚先生、生徒さん、蓮田ロー
ターアクター高さんようこそ。
田中 靖さん 東京は大雨でした。荒木様 卓話よろ
しくお願い致します。蓮田松韻高校
ＩＡＣの皆様、ローターアクターの高
様、ようこそいらっしゃいませ。
富田 穣さん 大リーグ大谷投手５回降板。今日のお
天気のようです。荒木さん、蓮田松韻
高校の皆さんようこそ。本日も宜しく
お願いします。
土橋藤男さん インターアクトの高校の皆さん、本日
はごくろう様です。
渡辺 圭さん 多くのお客様にお越しいただきありが
とうございます。
八鍬伸一さん 昨日は浦和北東ＲＣへ行って来ました
とても勉強になりました。
濱谷楽夢さん 本日もよろしくお願いいたします。
関根 浩さん 本日も宜しく御願い致します。
白濱龍興さん 本日もよろしくお願い致します。
島村 功さん 本日もよろしくお願い致します。
山岸茂夫さん 本日もよろしくお願いします。
川田金造さん お世話になります。
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本日の合計

累計

総数

53

20
（１）

31

10

￥38,000

￥1,414,500

20 名

(出席免除２)

本日の出席率
修正出席率（４/４）

59.62％

目標額

￥2,000,000

68.63％
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