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＜友好クラブ＞あづみ野 RC

第 1391 回例会
ゲスト
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第 2610 地区 米山奨学生

王
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ロータリーソング｢我等の生業｣
様

テーマ『国際ビジネスから見た中国人と日本人』
野々市ロータリークラブ

米山カウンセラー

第 1390 回例会(10/6) 報告
進行：徳永 SAA
◎開会点鐘
◎｢四つのテスト｣唱和
三井 地域社会奉仕委員
◎会長挨拶 木下敬夫 会長
皆様こんにちは。随分涼しくなり今年も残すところ 3
ヶ月になりました。健康に留意され頑張っていただき
たいと思います。
10 月 3 日加賀屋での七尾 RC 創立 60 周年記念式典
において、皆様に全員登録をいただき本当にありがと
うございました。また我がクラブの 25 名の参加者が一
番多く、濱実行委員長に感謝の言葉をいただいたこと
を報告致します。
そして今回モントレー訪問
団への支援をしていただいた
お礼としてささやかなお土産
を用意しましたのでお持ち下
さい。また、カーメルバイザシ
ーRC を訪問した折にブライア
ン会員より記念の品をいただいた事も合わせて紹介し
ます。加えて姥浦昭二会員が作成した例会を中心とし
た写真集も回覧致します。
10 月に入り私も会長職を引き継いで 3 ヶ月が経過致
しました。ロータリーの行事と個人的に七尾市の議会
やモントレー訪問など大変忙しく、気分的に一杯一杯
です。10 月 11 月も対外的事業多く、何かと皆様へお
願いすることも多い訳ですが、どうかご協力のほどよ
ろしくお願い致します。
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ゲスト 米山奨学生 王 佩瑾(ｵｳﾊｲｷﾝ) さん
米山ｶｳﾝｾﾗｰ 元尾弘司 氏(野々市 RC)
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ゲスト 七尾税務署長 東 栄一 氏

元 尾 弘 司

様

本日は木村静夫会員の新会員卓話です。大変楽しみ
にしている事を述べさせていただいて挨拶といたしま
す。
◎幹事報告 寺田 副幹事 別紙配布
・山の寺遊歩道の草刈り
10 月 18 日(日)集合 6 時 50 分 山の寺駐車場
作業は、午前７時～8 時頃
⇒ 奉仕作業へのご協力、宜しくお願いします。
・石川第 3 分区ＩＭ(都市連合会)
11 月 29 日(日)9:30 登録 10:00 開会点鐘
講演会と各クラブ発表
加賀屋にて
12:30 懇親会 14:00 閉会
⇒ 詳細は幹事報告裏面に記載
◎委員会報告
・米山記念奨学会とロータリー財団への寄付のお願い
桑原 小委員長より
・ロータリーの友 10 月号紹介 井田雑誌小委員長より
・10 月度のお祝い発表
田中親睦活動小委員長より
◎出席報告 茶谷 クラブ奉仕委員長
会員総数 44 名(内､出席規定適用の免除者 3 名) 出席者 30 名
メイク
10/3 七尾 RC 創立 60 周年記念大会
：木下敬夫、中出、山本敏久、姥浦昭二、山田、伊藤、
今井、所司、徳永、間蔵、中越、桑原、木下徳泰、
松井、姥浦敏明、鳥畑、川島、久保、西野、
山本勝義、田中、岡崎、神前、髙橋、長
週報担当
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◎ニコニコ箱紹介 長 クラブ奉仕委員
木下敬夫 10 月に入り、今年ももう 3 ヶ月です。気候
もだんだん寒くなってきますが皆様ご自愛
を!!
姥浦昭二 誕生祝い有難う御座います。いよいよ後期
高齢者への仲間入りです。木村さんの若々しい卓話
を楽しみにしております。
カーメル RC の Dee Adolpf（ディー・アドルフ）さ
んからのメールの１部を披露致します。カーメル RC
への訪問は大成功であったと全会員から聞きました。
Merv Sutton（メーブ・サットン）名誉理事が写真
を届けてくれました。佐味さんが作成したとても美
しい「姉妹提携宣誓書」が素敵でした。
間蔵 大変楽しいアメリカ旅行でした。皆様も一度行
くことをお勧めします。木村さん卓話ご苦労様です。
茶谷 昨日はクラブ奉仕委員会お疲れ様でした。本日
は木村様よろしくお願い致します。
田中 今日はたなかふぁーむ 27 年産の新米です。おい
しく仕上げてありますよ。間蔵さん、高橋さん、ご
飯を食べましょう。静夫君、卓話頑張って下さい。
桑原 秋晴れの良い日が続いていますね。新入会員木
村さんの卓話楽しみです。
浅野 ４日に結婚 20 周年を迎えました。よく持ったな
あと思います。
高橋 先日、17 番ホールで 11 点たたきました。誰か
私にレッスンして下さい。しずお君お願いします。
山田 木村さん卓話ごくろうさまです。朝晩寒くなり
ました。皆さん体に気も付けて!!
姥浦敏明 すっかり秋です。今日は木村さん元気な卓
話楽しみにしています。
中野 卓話お疲れ様です。面白い話を期待しています。
三井 フレッシュな卓話よろしく御願いします。
中越、森、寺田、長、魚岸、西野、井田、川島、岡崎、
山本勝義、戸田、松井、神前
木村さん卓話、楽しみにしています。
木村 緊張していますが、がんばってお話ししたいと
思いますのでよろしくお願いします。
10/6 日計 28,000 円
累計 473,200 円

◎新会員卓話

木 村 静 夫

会員

私は中能登町で繊維業を営んでいます。今回は中
能登町の繊維の歴史を交え、私の稼業の事を紹介し
ます。
まずは、繊維の歴史についてです。皆さんは、
「能
登上布」をご存じでしょうか。麻の糸を使った、手
織りの布のことです。古くは平安時代から中能登の
地域で織られていました。本格的に生産されていた
時期は明治から昭和の初期までで、現在では「能登
上布会館」で、約 10 台の織機が来場者の体験織りと
いう形で残されているだけです。昔の「能登上布」
は、この地域の特産品として、重用されていました。
もしも当時の反ものがあるとしたら、現在は１反当
たり、400 万円で取引されるという話です。
時代は流れ昭和に入ると、豊田自動織機の普及に
伴い、
「能登上布」は徐々に廃れ、人絹（レーヨン）
織物が生産されるようになりました。人絹という字
からも分かる通り、人工的に絹に似せた糸で織った
布です。戦前までは、この人絹織物が、日本の繊維
輸出の主力商品でした。戦後になると、日本の繊維

メーカー（東レ、帝人、カネボウ、ユニチカ、東洋
紡、旭化成、クラレ）による合成繊維が開発されま
した。合成繊維とは、石油の成分から製造される繊
維です。代表的なのが、ナイロンとポリエステルで
す。
この合成繊維の生産に伴い、昭和 20 年代後半から
30 年代にかけて、この地域でも合成繊維を使った織
物の生産が始まっていきました。織物というのはご
存じのとおり、たて糸とよこ糸からできています。
ただし、糸というのは１本に見えるようでも、実は
細い糸が何十本も集まって１本の糸になります。で
すから、たて糸として使う場合は、１本の糸の中の
細い糸どうしが、バラバラにならないように、また、
織り易くするために、糸に糊を付けて固めてしまい
ます。昭和 20 年代までは１本、１本別々に糊を付け
ていましたが、30 年代に入ると、一度に何百本も糊
を付けられるサイジングマシンというものが、開発
されました。サイジング専門の工場ができたことで、
たて糸の準備工程と織りの工程が完全に分業化され
ました。このころから織り専門の機屋が急増してい
きました。そして、工員確保のために東北からの集
団就職という形で、女工さんも増えました。
また、織機の方も高速で生産性の高い、ウォータ
ージェット織機が開発されます。その名の通り、ヨ
コ糸を水の力で飛ばす織機です。昭和 50 年代に入る
と、ウォータージェット織機の設備拡大とともに、
急激に中能登産地の合成繊維織物の生産能力が高ま
りました。ピークを迎えるのは昭和 55 年です。機業
数では 1000 社を超え、織機台数は２万台以上、出
荷額は 290 億円でした。当時は、日本で最も大規模
な織物の産地を形成した地域でした。ちなみに現在
は、機業数 32 社、織機台数２千台、出荷額 137 億
円です。
平成に入り、新しいポリエステルすなわち新合繊
の登場により、一時は織物ブームが起きましたが、
バブルの崩壊により、機業数は激減しました。その
後はご察しのとおり、順調に減少の一途をたどり、
現在に至ってます。
さて、ここからは私の稼業の事を紹介したいと思
います。織物業としては、昭和 26 年に木村織物が創
業しました。創業主は、私の祖母である木村静枝で
す。織物業をする前は、木工所と鉄工所を営んでい
ました。木材を扱っていたことも関係したことから、
能登上布の織機を造っていました。また、機屋さん
向けの、たて糸の糊付け用の機械も作っていました。

機屋としての創業時は、８台の織機からのスタート
です。いわゆる８台機屋そのものでした。当時は主
に人絹を織っていました。その後、ウォータージェ
ット織機の出現に伴って、集団運転、つまり複数台
の稼働の試運転を進めていきます。この試運転をし
たのが、私の父である木村武司です。約２年間の試
運転を重ね、昭和 42 年に日本で初めて、30 台のウ
ォータージェット織機を稼働することができました。
この成功で、合成繊維の織物の生産へと移行してい
きます。昭和 45 年には 100 台まで増設していきま
した。ただ、前述にもありましたが、たて糸の糊付
けの工程は外注に頼っていました。糊付けのコスト
削減を目指して、糊なし織物の研究を始めました。
約５年間の研究により、
昭和 55 年頃に糊なしで織る
ことに成功しました。年間で約 3000 万円の経費削
減となりました。現在の生産商品ですが、ポリエス
テルでは、車やバイクのカバー用素材、音響スピー
カー用素材、オフィスのイス張り素材やパーテーシ
ョン素材です。ナイロンでは、スポーツバッグなど
のカバン用素材を生産しています。
平成に入ってからは、環境を意識した製品開発を
行っています。きっかけは、ナホトカ号の重油流出
事件でした。冬だったので、重油回収のボランティ
アの人のために、弊社の防水用の布で合羽を作って
寄付しました。このことから、繊維に関連したエコ
商品の研究に入りました。平成９年に和紙をスリッ
トして撚りをかけた糸を造りました。和紙 100％で
できていて、
「カミール」という商品名です。男性用
の靴下やアルマーニーのジャケット素材、女性用の
ニット素材に使われました。今でも注文があれば「カ
ミール」は生産しています。また、
「わし炭」という
布状の炭も造っています。消臭シートや電磁波防止
素材として使われています。
そして、このわし炭を利用し
て「水電池」を開発しました。
水分があれば電池になりま
すので、災害時用の懐中電灯
などに使用していただけれ
ばと思っています。実際、東日本地震の時には、ラ
ンタンを造って東北まで送りました。かなり喜ばれ
たのが記憶に新しいことです。
最後に、皆様との出会いを大切にして、これから
も社会のお役に立てる企業にしていきたいと思って
います。ご指導、ご鞭撻をいただければ幸いです。
どうぞ、よろしくお願いします。
◎閉会点鐘

・・・七尾 RC60 周年記念大会祝宴(10/3)・・・

・・・山の寺遊歩道草刈り(10/18)・・・

〔週報担当：山本勝義〕
早朝よりの奉仕作業、お疲れ様でした!!

次週予告

１０月２７日（火）１２:３０開会点鐘 番伊
ゲスト 七尾税務署長 東 栄 一 氏
「税務署の応援団」

今週の例会担当者： 田中、松野、
姥浦敏明、中越
(10/20)
次週の例会担当者： 山田、奥井、
今井、須曽
(10/27)

