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第 8 回総会を迎えるに当たり 

 

色染物質会の皆様には、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

会長職を仰せつかってから早 2 年が経とうとしております。 

未だに方向性が掴めておりませんが模索中のまま本年 6 月 2 日（土）に第 8 回総会を迎え

ます。 

就任後役員の皆様はじめ同窓会メンバーの皆様には多大なるご指導とご協力を頂きました。 

ここに謹んでお礼を申し上げます。 

さて、本年の総会には皆様と共に色染物質会について今後の方向性と各行事について考

えたいと存じますので初めてのご出席も大歓迎でございます。ご出席して頂き、その流れに

て懇親会もいかがかなぁと思っております。きっと楽しい会話が弾むことと存じます。 

 

尚、今後の課題におきましてもやはり会員増強が大切な課題と考え、昨年は前副会長の松

岡様に貴重なご意見を頂きました。 役員一同も賛同し、同学年の方からハガキを出して頂

き、会員増強を図りましたが期待ほど効果はありませんでした。この効果がなかった事につ

いても何か問題点があると感じております。 

それを踏まえて今後の課題と致します。 

もう一つの大きな課題と致しましては当会の親睦をどのように進めていくかです。 

本年も以前から行っていますホームページによる広報を通じて、会員の皆様からの投稿・ク

ラス会の報告・ゴルフコンペ・散策会・新年会及び総会その後の懇親会等がございます。 

このような行事に新しいメンバーが多数参加して頂けるかを考えて参りたいと存じます。 

ただ昨年は各行事において、新しいメンバーの参加者はほんの数名でございました。 

この件も本年の課題の一つと位置付けております。 

今後色染物質会におきまして頑張って参りますので皆様方のご指導とご協力をお願い申

し上げます。 

ならびに皆様方のご健康とご多幸を祈念いたします。 

 

                           平成３０年４月吉日 

                            会長 髙木 恒男 
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『大同コレクション』と アフリカンプリント 

大同マルタ染工（株）は 2008年 3月 に工場を閉鎖した。会社が ツブレルということは何もかも････土地、工

場、建物、機械は勿論、技術、製品、名声、歴史、すべてが消えてしまうことである。大同は８年前にそのすべて

を失った。それから３年後、奇跡的に数個のほこりだらけの段ボール箱に詰まったプリント見本が見つかった。そ

れは大同の輸出捺染最盛期（１９６０年代）に、営業部が意匠開発のため世界中から集めたプリント見本だった。 

当時の大同のプリント輸出比率は８０％以上、そのうちアフリカへ４０％近く輸出していた。それ故集めた見本

は「ワックス」、「ジャワプリント」、「カンガ」等のアフリカンプリントが中心である。その他、「バチック」、「サリ

ー」、「イカット」、「タパ」、「モラ」、「アロハ」、「中南米の民族衣装」と多岐にわたり、縫製品５５点を含め、サン

プル数は合計 ３４１点。 しかし、残念なことに、１９６０～７０年代、毎月アフリカへ１００万㍍以上輸出して

いた肝心の大同のプリント見本が、ほんの僅かしかない。 

驚き懐かしさと共に、大同マルタ会（大同OB会）が1年掛かりで分類整理し、明細書を作り、全部写真に撮った。

そして、これを何とか業界、学会に役立て保存したいと、その明細書と写真集を手分けして大学、研究機関等に送

付した。 

これが 『大同コレクション』である。 

『大同コレクション』 に最初に声をかけて頂いたのは、「京都工芸繊維大学 文化遺産教育研究センター」 だっ

た。 並木誠士教授・青木美保子先生・上田文先生が来られて目を通してもらった。 『保管する前に展覧会をやっ

たら、場所は京都工芸繊維大学 美術工芸資料館を用意しましょう』 と、願ってもないお話であった。欣喜雀躍、

大同の名前を残そうと力を入れた甲斐があった。 

企画・展示は美人の両先生の手で見事に進められ、素晴らしい”テーマ“と斬新な案内ポスターに感心させられ

た。さすが大学である。 

こうして『京都からアフリカへー大同コレクションに見る １９６０年代京都の捺染産業展』が、２０１３年５月

２７日～８月１０日 京都工芸繊維大学 美術工芸資料館 ２階 ４室全部を使って開催された。京都新聞、読売新聞、

繊研新聞、繊維ニュース、でも大きく取り上げられ、学会・業界の注目を集めた。 

期間中の有料入場者は延べ１．６００人の盛況だった。 

戦後の経済復興期に、京都から世界へ、繊維産業の活路を見出そうとした日本の当時の様子を伝える貴重な資料

となった。そして同時に、プリント染色技法やデザイン・柄の面白さ、それが京都で捺染されアフリカへ大量に輸

出されていたという意外性に感嘆された方が多かった。 

『大同コレクション』 はこの後、技術部研究ノート、１９６２年発行の『大同２０年史』他の文書、当時稼働中

の染色仕上機械の写真などを追加して、全資料を 京都工芸繊維大学 美術工芸資料館に寄付し、保管して頂くこと

になった。 

 

アフリカンプリントについて 

今日のアフリカンプリントの起源は１６世紀オランダ東インド会社がアフリカへ持ち込んだインドネシアの「バ

チック（ジャワ更紗）」といわれている。 「バチック」は手染めのワックスプリント（臈纈染め）で、数量が限ら

れ、とてもアフリカの需要をまかなえきれない。 そこでオランダは最も手のかかる、ワックスで模様をおく部分を

捺染機で印捺し、その後、染色する方法を開発した。 これをヨーロッパ本国で生産し、アフリカへ輸出したのであ

る。 これらは『リアルワックス』とよばれている。 

このあとを追って、日本などからアフリカへ輸出されたものは、ワックス防染でなく、ローラー捺染機でオーバ

ープリントしたものである。 オランダ、イギリス、スイス等のヨーロッパ製 『リアルワックス』 に対し、後発の

製品は 『イミテーションワックス』 と呼ばれた。 

名前のイメージは悪いが、ワックスのひび割れをロールの彫刻でそっくり表現し、配色はナフトールなど近代染

料で 赤・ 黄・ 紺 の鮮明な濃色を使い、化学防染の技法を使ったなかなかの製品である。 なにより大量生産が出
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来てコストが安く、数量は断然多い。 しかし、価格は雲泥の差があった。 

アフリカンプリントにはその他に 『ジャバプリント』 や 『カンガ』 がある。 

『ジャバプリント』はジャワ島でブロックなど手製のプリントから、今では一部機械化しオランダなどヨーロッ

パで多く作られる。 ワックスを使わないが、鮮明な グリーンや レモンイエローの原色鮮やかな、高級プリントで

ある。  

1960年代前半、大同はアフリカ向け主力の「イミテーションワックス」が東南アジア各国や現地工場の安値競争

で苦戦をしいられた。そこで高級品の開発をめざし目標にしたのが、オランダ ブリシンゲン社の「グリーン地ジャ

バプリント」だった。そして開発したのが、起死回生の新製品『グリーンワックス』である。 

『グリーンワックス』は､地色の濃い深みのある鮮明なグリーンが特徴で、ワックス調のボーダーで縁取りした、

素晴らしいジャバプリントである。グリーンの色は、ナフトール染料ＡＳ－Ｇの 「濃い黄」 とフタロゲンブルー

IF3G という金属錯塩染料の 「ターキッシュブルー」 との配合で作り、捺染後発色する。 彫刻技術と化学防染（返

し）技術を駆使した、大同独自のアフリカ向けヒット商品である。 1960年代後半からアフリカ向けは全部『グリ

ーンワックス』に切り替え、10年間市場を独占した。ロットは １ 柄 1万ヤード以上と大きく、大同 ローラー、

ロータリー捺染の主力製品であった。 しかし、この染料が公害問題で1977年製造中止となり、僅か １０年で『グ

リーンワックス』は、二度と生産できなくなった。その後、これに代わる商品はなく、併せて現地生産の急拡大、

現地の外貨不足、円高による価格の高騰などで、大

同は1980年アフリカ市場から完全に撤退した。                                    

 

大同のグリーンワックス                                 

  160 cm X 110 cm 

 

 

 

 

 

 

『カンガ』                                                                                                               

ワックスは主に黄金海岸から陸揚げされガーナー、ナイジェリ

ア、などの西アフリカへ輸出されたのに対し、カンガはケニヤ、

タンザニア、などの東アフリカへ輸出されていた。 

大きさは150cm×１１０ｃｍ。 ２枚1組で、１ 枚は腰に巻

き、１ 枚は頭に巻いたり、赤ん坊を背負ったりなどに使う。

大きなボーダー柄が特徴で布の下部にスワヒリ語の言葉がプ

リントされている。 

ローラー捺染機で加工する場合は、写真のように大きなロー

ルと大きな捺染機が必要で、輸出していたのはオランダと日本

では大同染工と昭南工業ぐらいだった。 
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  『大同コレクション』の その後 

『京都からアフリカへ』の展示会は、テーマが魅力的で、折からのアフリカブームに乗ったこと、大学で立派な

報告書が作成された事もあって、学会・美術館・研究機関の反響も大きかった。以下、その後について、今年の「大

同マルタ会のブログ」に載せた報告を、転載、補足する。  

 

   オランダで見つかった 大同プリント 

一昨年、福岡市美術館で「更紗の時代」の展覧会に『大同コレクション』が展示された。その縁で正路佐知子学

芸員から、先日突然、お会いしたいと連絡があった。これがまた、嬉しいビッグニュースで、久しぶりに驚き興奮

させられた。  

彼女は「更紗の時代」の展示会以降、担当した「日本が生んだアフリカの更紗」に熱が入った。 そして、世界

の輸出捺染の研究・調査のため、オランダの『フリスコ社』まで出かけた。そこでの収穫の報告を兼ね、聞きたい

ことがあるというのが用件だった。 

『フリスコ社』は100年以上の歴史を持ち、現在もアフリカンプリントの世界一のブランドである。前身は大同

のアフリカ輸出最盛期の頃、よく耳にした、アフリカンプリント最高の技術を持った『ブリシンゲン社』である。 

リアルワックス、ジャバプリントなどを最初にアフリカへもっていき、確固たる地位を築いていた。 

『フリスコ社』の膨大な見本は年代ごとに整理されていて、そのデザイン管理もすばらしいそうだ。 彼女は日

本のアフリカ輸出を調査する目的で1960～1970年代の見本を丹念に見ていた。そこに他社製品という一括りの山を

見つけた。誰も見る者もなく、フリスコの担当者も忘れていたそうだ。それを片っ端から写真に撮った中に、面白

いものを見つけた。大同の「グリーンワックス」によく似た色・柄の見本があったので、それらを確認して欲しい

と、次々見本の映像を見せられた。 

出てきた沢山の写真を見て驚いた。「／なんだこれは／どれもこれもみんな／『グリーンワックス』ではない

か !!･･･」。グリーンの色彩、特徴あるボーダー、見覚えのある柄域、まず、間違いはない。耳ネームに『 Daido 』

の名前はなかったが『 Real Java 』、『 Grand Java 』と入ったものがあった。その他、大同捺染らしい『ブリード

捺染』や、ロータリーのアフリカ向け『ファンシィプリント』もあったが、50年前のあやふやな記憶では役にたた

なかった。 

どちらにしても当時、天下の「ブリシンゲン社」が『グリーンワックス』を強力なライバル視し、こんなに大同

見本を集めていたとは !! 彼らも大同に、注目・研究していたと思うと愉快だった。 当時の大同の営業報告によ

れば、開発してから数年間、大同のジャバプリントはアフリカ市場の人気を独占した、と。 それに嬉しいことに

大同製品は『リアルジャバ』と呼ばれ、短期間ではあったが、アフリカ中を席捲したと。 それを裏付けるような、

なつかしい、嬉しい、みやげ話でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正路佐知子氏提供 ― ― フリスコ社にあった 大同グリーンワックス  
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オランダで見つかった 大同プリント  ― 続き ― 

昨年 ８月、「糸・布・衣の循環史研究会」の『大同コレクション見学会』が京都工芸繊維大学 ３号館 でありま

した。この研究会は、国際的な研究会で各国の大学教授、準教授、大学研究員が集まります。当日も、英国 ウォー

リック大学、米国 カリフォルニア大学、カナダ アルバータ大学、イタリヤ パドヴァ大学、ベネチア カフォスカ

リ大学、シンガポール大学、法政大学、長崎大学、立命館大学、京都工芸繊維大学、東京国際大学、和光大学、共

立女子大学の錚々たる面々が来京しました。 講師として 当方も呼ばれたが、2/3 は女性である。活発な質疑応答

はやはり「グリーンワックス」に集中したが、学会で「アフリカンプリント」がこんなに話題になっているのが嬉

しかった。 

 

そのつながりで、今回 法政大学の杉浦未樹教授が ヨーロッパ出張の際、上田先生から「オランダで見つかった 大

同プリント」の原稿が送られていて、グッドタイミングで情報が伝わった。オランダ語の堪能な杉浦教授は、「フリ

スコ社」を訪問され、オランダ側から見た「アフリカンプリントについて」調査された。上田先生は『大同コレク

ション』のフリスコ社製と思われる写真を送り、確認をとってもらうことも出来た。 

フリスコ社は大同のことをよく知っていた。1960年、社員と名のらずに大同を訪問し、その年、写真彫刻技術を

導入することも知っていたそうだ。フリスコ社に残っていた報告書に「大同は日本のベストカンパニーである」と

いう文言もあり、高品質、生産性に注目していた。---- と。詳しい話は 6月4日 立命館での研究会の講演会に

発表された。 

 

研究ワークショップ : 20世紀日本ファッション産業の仲介者たち 

主催 : 糸・布・衣 循環史研究会、立命館大学アート・リサーチセンター 

日時 : 2016年6月4日（土）13時00分～ 

会場 : 立命館大学アート・リサーチセンター (京都市北区等持院北町56-1) 

基調講演 

阿部武司（国士舘大学）日本繊維産業の構造変化－綿業を中心に 

第一部 アフリカンプリント生産の仲介をめぐって 

上田文（京都工芸繊維大学） 

京都のアフリカンプリント生産と西澤株式会社 

上岡学正（大阪芸術大学） 

オランダから京都へ:アフリカンプリントの生産流通比較 

 杉浦未樹（法政大学） 

オランダは日本のアフリカンプリントをどう見たか 

～ブリシンゲン社の１９６０年の調査報告書から～  

正路佐知子（福岡市立美術館） 

カンガに見られるオランダと日本の関係 

 

上岡学正先生は、持参されたオランダ製のプリントサンプル全部を『大同コレクション』に加えて下さいと 京都

工芸繊維大学 美術工芸資料館に寄付された。 

杉浦先生は、『オランダは日本のアフリカンプリント産業をどう見たか』 のテーマでフリスコ社 （旧ブリシンゲ

ン社）で見つけられた１９６０年の極秘日本調査報告書から、ライバル会社の視点で日本のアフリカンプリント生

産・流通組織 と当時の日本とオランダの立つ位置、関連性や日本の力量に注目していたと話された。 

上田先生は、この研究会の続きで、7月 杉浦教授・鈴木圭子立命館大学教授等とカナダのアルバータ大学に行か

れ、「京都のアフリカンプリント」について英語で講演された。『大同コレクション』 もいよいよインターナショ

ナルになってきた。 
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『 緑色 』と『 赤色 』 

 “リオ五輪”は前評判に反し、素晴らしかった。 日本選手の活躍もさることながら、目についたのは、『緑』･

『赤』･『黄』の原色である。各国の国旗がはためき、躍動するユニホーム、南国の意匠、実にカラフルであ

る。 当方、ここ数年夢中で追っかけた 「大同コレクション」 の “アフリカンプリント”が重なった。強

烈な太陽のもとに、『緑』『赤』『黄』の原色が映える色彩に感動させられた。 

 京都工芸繊維大学の上田先生が ７月 カナダのアルバータ大学での講演で、「大同コレクション」を紹介さ

れ、京都から素晴らしい「アフリカンプリント」を大量に輸出していた と発表されると、驚きの声が上がっ

たそうだ。 日本の穏やかな気候風土、とりわけ雅やかな京都の意匠と アフリカへ向けて開発した原色の強

烈な意匠とが、カナダのデザイン研究者には、結びつかなかったのが わかるような気がする。 

 さて、先日 緑と赤 について、生物学者（福岡伸一）の面白い話が朝日新聞に載っていたので紹介する。 

 緑と赤。正反対に見えるこの２色はきわめて近い色なのだ。化学構造で見るとそっくりである。 緑と赤の

色素は、同じ構造を持つ分子（ポリフィリン環）の中心にある金属イオンが、「マグネシウム」か「鉄」かと

いう点が違う。 だから物理学的にいうと、赤色から反射される光と緑色から反射される光は互いにきわめて

似た光になる。  

 霊長類以外の哺乳類、たとえば ネコ や イヌはこの光がどちらも同じように見える。つまり赤色と緑色を

区別できない。そのかわり彼らは暗がりでも エサ を見つけたり、敵や味方を区別できたり、明暗の感度が

高い眼を持っている。 

 どうして霊長類は、わずかな光の差を見分け、そこに緑と赤という大きな色の違いを知覚できるようにな

ったのか。 それは彼らがすみかとした森の環境と関係している。 折り重なる緑の枝葉の中から、赤い木の

実や熟した果実を素早く見つけることが、生存の上で有利に働いた。あるいは個体間のコミュニケーション

が発達するにつれ、顔色の微妙な変化を読めることが役立ったのかもしれない。 

 かくして我々人間は、今日、カラフルな世界を享受し、芸術やファッションを楽しむことができるのであ

る。････････････ 

 

                                 色染工芸科 ２８年卒 吉岡 悠 
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色（衣）の文化史  

                                   

歴史書は一般に政治 経済 民族 宗教 紛争などの変化や紛争を記述するが、

この因果の絡みに色（衣）文化の影が意外に多く見えて興味を覚えた。  

当稿は公私に徘徊した旅の随想であり、史書から拾った色の考察でもある。また

色と人間の交流視点から世界史の諸問題を覗いたのである。  

以下略記する。 

 

【Ⅰ】 人類が求めた色（衣） 

 

1）環境や調和への憧憬色 例）大地 空 植物等の色  

   例）産業革命後の 制服色等 

2）自然崇拝色 このケ−スでは何故か一般的に大らか、濃鮮配色柄が多い。こ

れは天体からの喜びや恐怖（夜間の恐怖感は各地に共通） 葬祭感 にも通

じる。 

   例）アフリカ 北洋 内陸僻地等の嗜好柄 地方伝統染柄など。また静の 

動に対する憧憬にも同類の傾向が考えられる。 

   例）教会のステンドグラスやイスラムの祈祷折伏布など。  

3）人間の色感応 

 例）寒暖 強弱 調和 高貴 質素等などは衆知事項につき省略する。また 

 衣触感応に「古今東西に人類が求めた衣風合や色は四大繊維から離れること  

 が出来なかった。…」 （吉武教授 工繊大）当時合繊が始動する期にあっ  

 て含蓄の言である。 

   逆に人間が持つ相異感応は興味深い。 

 例）国民嗜好色 日本は青と赤 上海は白と黒など 

 例）太陽を日本の子は赤く描き 韓国の子は紫に描く。 

4）都市の主張色 

 農耕地拡大の必然として都市が構成され、その機能（治水安全 権力階級  

  器具  交易 葬祭 戦争等など）には特別な色が示された。 

 

【Ⅱ】 主要色の変遷史 

 

1）ベ−ジ系 

  流行の主流色である。大地や枯れ葉を示す色であり安定感を示す。  

   砂漠色に始まり紀元前には地中海文化の主色となり、イスラムの西進 

 （８C 以降）でイベリヤ半島に上陸、当時は森の大陸であった欧州の  

  枯れ葉色や緑系色と合流して大成した。フランスは今も枯れ葉色発祥 

  に固執するが、そのプライドが面白い。 

2）白系 

  綿、麻の普遍性と生成り色使用もあって古今東西に最大の利用色で  
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  ある。一神教では太陽を示し、ヒンズ− ギリシャ ロ−マの大理石 

  崇拝や制覇統合の色にも通じる。 

  共通して清楚 純粋 高貴 神秘を示す色である。また恵水地（例 地中海

北）と貧水地（例 地中海南）の白度は異なるが、今もその嗜好が残される

ことに興味を覚える。 

 近世王侯社会に高貴色として絹白 白陶 大理石が憧憬された。 

3）黒系 

 権力 強度 神秘 不幸 自然への恐怖を示す。 

 16〜17C 錬金術士により各繊維共に濃鮮明色を得る。殊更に王侯文化は黒

を求めた。（例 漆黒 絹黒 貂毛皮）ロシヤ経済はこの毛皮が支えた。コザ

ックは東進し、その結果千島で江戸幕府と接触する。（司馬遼太郎説）ロシヤ

の嗜好色は今も黒と白。グレ−は曖昧、調和に長ける色、  

 注）世界の流行色を集大成するフランスの流行主色 11 系色の内、黒 白  

 グレ−は流行色内の固定色指定であり、またこの 3 色との配色柄の評価は高く 

 今もシャンゼリゼの四季を飾っている。 

4）赤系 

 13C 以降ヨ−ロッパには羊毛製品が普及され、毛の主要色である赤色系域が伸  

 びた。殊更に、タチニ−ズ（天然染料 17C）の開発により濃赤色が参入し、 

 ヨ−ロッパの主要流行色になった。 

 法王衣は紫から濃赤に変わり、ナポレオンも又この色の衣裳や帽子を愛して  

 ヨ−ロッパに君臨した。愛情、情熱、革命、太陽を示す。  

 日本の朱色は平城京を賑わしたが、丹鉛公害が平安京遷都因なる説も  

 聞く。江戸末期国旗制定以来 朱色から現行の赤に逐次移行した。 

5）黄系 

 仏教に云う陰陽五行の大地繁栄色、世界に共通して権威、知性、開明を示す。  

 殊更に中国、朝鮮では春到来を連翹の開花で喜ぶ。  

  この黄色の花に緑の葉を添える山吹は如何にも日本風色調である。  

  18C、アンチモン酸鉛の開発で黄顔料が世界に普及した。 

6）青系 

 世界に共通して信頼、調和を示す色。殊更に藍は綿の主力色となり、産業革 

 命以来ベ−ジと共に制服色となる。19C 末 Indigo 合成により藍の高い堅牢度は

強度の高い綿と共振して世界に急伸した。現在は人民服が最大用途と聞く。  

 

 

 注）フランス流行色は上記の他にロ−ズ系 オレンジ系  

   グリ−ン系 パ−プル系 ブラウン系が挙げられる。 

 

【Ⅲ】歴史に絡む色（衣）の文化史 

 

人間社会史の創期に諸説を見るが、地球最後の氷河期を終え、気候地理が安定  
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化して農耕が始まった約 1 万年前説に同意したい。（culture はラテン語で耕 

すの意）文化は人間の進歩する姿であり、文化には常に色が伴った。  

四大文明地（エジプト メソポタミヤ インダス 黄河）の共通性は河川、 

綿花、文字と特異な色文化を持ったことであり、この文化特性が卓越性に通  

じたと考える。以下、世界の文化 歴史の推移に於ける色の存在を考察した 

い。 

 

 1）エジプト文化 

  オリエント、砂漠群が持つ単一黄土色に対しナイル沃土因もあって黒や褐色  

  を、また藍、茜の遺布も現在確認される。この多色化保持（7〜8 色）が周辺 

国からの卓越因とも考えられる。 

その 1 色青系顔料はインキ材となりパピエ（紙）文化にも貢献した。  

2）メソポタミヤ、インダス文化 

  泥文化（干れんが、泥染衣）の文化は全砂漠地やオリエントのカスパ（村

を囲む城塞壁）に普及し、泥染衣はと住人衣となった。  

  殊更に干し煉瓦は黄河流域にも及び、メソポタミヤ文化の大きな功績であ  

る。インダスでは BC2300 赤煉瓦が開発されたが、その燃料の乱伐採によ

りインダス河川は破壊され 100 年後には文化はガンジス河辺に移り大理石

文化を構築する。この綿産地に赤煉瓦構築物が輝いていた。 

 3）ロ−マ/カルタゴの戦い（紀元前後期） 

  史述は北アフリカ穀倉地の争奪を指摘するが、背景には大理石文化/黄土文 

化、白綿布/黄白綿布の対抗があり、地中海交易を競ったロ−マ商人／フェニ

キヤ商人の利害争いとも聞く。 

4）ゲルマン民族の大移動（4C~5C） 

    移動先に麻産地を開発し一部の民族は定着する。  

 5）十字軍の戦い（11C-13C）の戦後変遷 

   史述はキリスト教／イスラム教の宗教争いを述べるが、昨今はこの争いで  

  空前の巨利を得たメディチ家のその後の事業投資成果を指摘する史述が多  

  く紹介されている。以下略記。 

 ・本拠をアムステルダムに置き、全欧、中央アジヤに毛製品を普及させ爾来  

欧州は殊更に羊毛繊維に親しむ大陸となる。またオランダの独立支援。明

礬戦争（毛染め助剤明礬の交易権を巡りロ−マ法王とトルコが争い法王勝

利。） 

  藍、タイセイ（青系染料）の入手交易争い（14〜15C）にも関わる。  

 ・オランダ交易（巨船化）による東南アジア交易は旧来のシルクロ−ド交易  

を一変させた。当初は毛製品を輸出し明礬を輸入していたが、東南アジヤ  

産品の評価は高く、絹、香辛料に変わり、また日本の近代化創始にも繋が

った。 

先ず古伊万里陶は景徳鎮（中国）を排除して欧州随一の白度を得てマイセ  

ン陶（独）に定着し、更紗（ネシヤ）を欧州各地に小紋柄として定着させ 

た。 
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（16C）。この捺染意欲はやがて仏英の捺染機、シルケット機の創出に繋がり  

染色加工の新時代を生み、英国綿紡世界制覇の一翼を担うことになる。  

また新大陸（現アメリカ）への毛製品輸出は拡大し、代替輸入の綿花は英国  

綿紡を急伸させた。また膨大な銀貨流入は東南アジアからの買い付け資金と  

なった。（17-18C） 

6）英仏百年戦役（14-15C 17-18C） 

  初回はフランドル地方の領有権を争い、ジャンヌダルクの出現で仏の勝利  

と記述されるが、本質は羊毛産地、染色助剤明礬を巡る争いであり、2 度目 

はインド支配権を争い英国が勝利する。爾後 英国は本土で綿紡、毛紡の量

産を指向し、仏は個性的な二次製品、流行色指向の産業形態に移行する。 

7）イスラムの民族性 

  過信 純粋 貧困はまた功罪を呼ぶが、この民族は 7〜15C、間違いなく 

  オリエント、地中海、欧州西部を支配した民族であり、その功績は大きい。  

  シルクロ−ド交易、モンゴル西進の協力者、地中海文化の大成、ヒンズ−文化  

 の東南アジア移転、近代科学の開発因誘導など。（天文、物理、化学、例え  

 ば alcohol. cotton,soda…はアラブ語。塩素水やその晒も 8C アラブの発明で 

 ある。） 

8）錬金術士（16〜18C） 

 染色技法や新色の開発、新顔料の輩出に貢献した。  

  ギルド制との併立も効果的であった。 

9）産業革命 

 英国の産業革命（18C-m）は紡績 織布 染色加工の生産性急伸に大きく 

  寄与した。二次の産業革命（19C-m）は合成化学 新染料合成も加わって 

以降の繊維産業は近代化された。 

10）英国の植民地政策（19C） 

 旧来の先占主義を排し金融政策、産業殖産に徹した植民地策は成功した。  

 具体策にはインドの独立化、中央アフリカの植民地化（綿&藍産地の確保） 

  運河、航路、貿易港の確保は英国繊維産業を世界のトップに立たしめた。  

  また 新大陸（アメリカ＆豪州）確保や海軍力の保持に依って世界の最強  

国となる。   

11）第一次大戦（20C） 

 独逸の賠償金対象に合成染料特許の解放が含まれ、爾来 米、英、仏、日、 

  の染料合成は急伸する。 

  独の殖産体質は稍々下降し始めたが、基礎、応用科学の進歩は上昇し続け  

た。 

  日本の絹糸業と綿紡績は染色加工、二次製品などの付加価値開発や、独異  

な商社機能に依って二次大戦前には英国繊維産業と対等凌駕する迄に至っ 

た。 

12）第二次大戦（20C） 

  絹業衰退し、化合繊の開発急伸する。S18 東京初空襲時の米パラシュ-トに 

 日本は初めてナイロンの開発成功を知った。 
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    戦後世界の繊維需要は回復し主要国の化合繊開発は急伸した。  

    先進国の流行色発祥は欧州に一元化されてきた。 

 

 

【Ⅳ】日本の色（衣）文化推移 

 

  古代色調 はアフリカ 中国に似て黄土白色系が目立つ。 

  奈良前期 古墳内装色に見る如く 赤、紺、が特徴として目立つ。 

     仏教色として（白/息災 黄/繁栄 赤/愛 黒/怨敵）が、 

     陰陽五行として（青/平和繁栄 赤/幸、富 黄/威 白/平和 悲 

哀黒/破壊）が目立ち始める。 

  奈良後期 赤、紺が増加する。 

  平安期  寒暖対比色 ぼかし色。 

  鎌倉期  武士色調（重厚 桜花色柄） 

  室町期  寂調。 封建制差別化色。 応仁の乱に西陣職人は堺に避難し、 

       明に南宋織染技術を学び、乱後脚光を浴びる。 

  桃山期  絢爛調 南宋風の織り色柄 

  江戸期  元禄以降花見遊山の風流 町家妻女に茶系多い  

       着色率急増（洛中洛外屏風残存絵より）友禅発祥。  

  維新期  歴史書は薩長倒幕の史に終始するが、この期に国内繊維産地が  

       全壊した事実が衆知されていないので改めて記述する。  

       日米修好条約の結果 質の高い絹糸輸出急伸のため国内絹価 

は拾数倍に高騰し西陣はじめ全絹産地は崩壊する。  

       一方 輸入は安キャラコ布の乱入で遠州、河内など綿主要産地  

は崩壊、幕府諸策するも当時銀貨の金貨交換率は諸外国に比し  

       日本は低く、これが標的となり流出とまらず、政権崩壊の一面  

ともなった。 

       この頃日本に初めて塗料が紹介された。 

  明治期  濁淡青系多い 

  20 世紀末 日清戦役の賠償金対応で（清国国家予算の約 3 倍） 国策は富国 

と殖産を指標し大胆な諸策を施す。 

              繊維産業は最重要視され、文教策と豊富な金融策に支えられた。 

       諸外国に例を見ない短期間に国立諸高工 10 余校、商業高専数 

校の創立、並びに各府県の職業校開校は日本の繊維産業大成に  

大きな影響を与えたことを。外国誌に聞く。 

              この期に Indigo 合成の成功は綿産業拡大に繫がった。 

   

   注記  当稿は鼎会 講演（平成 28 年 10 月）の概要旨。 

 

                       色染工芸学科 

                       昭和２８年卒 西川 三郎        
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繊維と共に６０年の回顧 （５） 

福井精練・東レ・シーベルヘグナー在職を経て 

 

第９章 本格的情報活動 

１９９６年６月、日本シーベルヘグナー社を定年退職し、６３歳でサラリーマン生活か

ら解放される身となった。毎日の通勤や社内の会議、報告書づくりや訪問者などとの面談

などからも解放された自由な時間は、これほど貴重なものはないと実感したものであった。

そうして少しオーバーホールをしてから次の生活の準備を始めようとした矢先に、スイス

から情報と執筆の仕事の提案が舞い込んできたのは思いがけもない話であった。 
 
─ スイス ITS Publishing 社での１０年間 
１９９６年９月にＩＴＳ Publishing（以下、ＩＴＳ）社と称するスイス チューリッヒ

に本社を構える国際的規模の繊維技術系出版社に就職することになった。 
同社は「 International TextileBulletin」という一般衣料用途関連の技術誌と、

「Nonwovens Industrial Textiles」という不織布と産業資材専門の技術誌を隔月刊で発行

していた。前者は以前から“Bulletin”の通称でよく知られていた技術誌であった。両誌は

英語、ドイツ語、フランス語の３版で別々に出版されていた。Bulletin 版は、繊維、製布、

染色加工、繊維機械、業界の動向をカバー、後者は不織布とテクニカルテキスタイル全般

をカバーしていた。同誌の目次と出版スタッフを下記に紹介する。こうして不織布の情報

雑誌に私がこの時以来、本格的に取り組むこととなった。 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
本誌の編集長は Jurg Rupp 氏で、豊富な分野を経験した技術系のジャーナリストであっ 

た。同社の編集スタッフも実に多彩で、数人の専属ライターが分野別に執筆していたが、

なかでも女性ライターの Verginia Bodomer 氏は元・米国の経済誌の編集担当であり、鋭

い市場分析は定評があった。彼女はその後、独立して「Textile Future」なる繊維情報誌

を立ち上げている。今も私とは交流を続けている。 
 
 

ITS  Publication 社 「Nonwovens Technical Textile」 誌の目次案内 
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ＩＴＳ社には当時、もう一つ「ITS Textile Leader」と称する繊維の総合誌があり、年 
３回発行していた。これは化合繊・天然繊維・機械等あらゆる繊維分野の市場分析と経営

を含む総合誌であった。当時、欧米で権威の高い繊維ジャーナリスト Eugene Dempsey
氏が主筆として執筆していた。とくに業界のリーダーとのインタビューとトップ企業の企

業分析は定評があった。私がＩＴＳ社の雑誌に参画してからは、日本のリーディング企業

も取り上げた。中でも帝人と当時の安居祥策社長の紙上インタビューや、同様に東レと当

時の前田勝之助社長、 豊田自動織機と豊田芳年社長、村田機械と村田純一社長など当時の

日本のリーディング企業と そのトップリーダーのインタビューが続いた。そのほか中国、

米国、欧州、南米の繊維関係企業のインタビューと企業の紹介は毎回読者が楽しみにして

いた。 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 

帝人の安居祥策社長との取材は当時の吉川勝弘広報室長のご尽力により円滑に行われ、

Dempsey 編集長が取りまとめ、７ページの豪華な記事となった。 
同様の取材記事は東レの前田社長や、豊田自動織機の豊田社長なども行われて、２００

０年当時の日本企業の活躍を世界のリーダーに紹介されたのである。 
 
なお、英才 Eugene Dempsey 氏によって当時の最新動向を紹介された世界の主なトップ 

メーカーや研究機関は以下のリストの如くである。 
 

－Dr．Henning  Bahren 氏 （Kuster グループ CEO）  （1992 年 2 号） 
－Philip  Mosiman 氏 （Sulzer 社 CEO）     （1992 年 2 号） 
－Forkert  Blaisse 氏 （欧州繊維協会（CIRFS）会長）  （1999 年 2 号） 
－Norbert Dahlstrom 氏（Freudenberg 社 CEO） （1991 年 1 号） 
－Dr．Roshan Shisho 氏 （スウェーデン繊維研究所長） （1997 年 2 号） 
－Du  Yuzhou 氏（中国繊維協会会長）          （2000 年 2 号） 
－Philip Mosimann 氏（Sulzer Ruti 社社長）      （1998 年 2 号） 
－Gerold  Fleissner 氏（Fleissner 社社長）         （1998 年 3 号） 
－Charles Peter 氏 （欧州繊維機械協会会長）     （1998 年 1 号） 

 
ところが、この世界的著名な繊維ジャーナリストの Eugene Dempsey 氏は健康的に恵ま 

れず、2003 年の夏に突然訃報が届いた。欧米人に多い、Heart Attack によるロンドンの

（写真左）  「ITS Textile Leader」 誌 主筆の Eugene Dempsey 氏 

（写真右） 「ITS Textile Leader」 誌  帝人特集の表紙を飾る安居社長 
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自宅での突然の死であった。「Textile Leader」誌は、彼の業績を引き継ぐ才学な方がおら 
れなくて、残念ながらその後廃刊となった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
─ 技術系誌との取り組み 

ITS のスイス本社では繊維技術誌「International Textile Bulletin（ITB）」誌と先述

の「Nonwovens International Textile（NIT）」誌は、引き続き隔月刊で発刊された。

これらは「Bulletin」誌の出版以来、４０年以上の歴史を有する伝統のある繊維技術誌で

あり、主筆の Jurg Rupp 氏と社専属のライター、欧米の著名なジャーナリストや技術研究

者が執筆にあたった。私も日本・アジアの特派員として、両誌のほぼ毎号に技術報告書を

執筆した。 
また、ITMA や OTEMAS、CINTEMA、Techtextil などの国際繊維技術展や繊維機械

展などにも参加した。 
 

ITS 社のスタッフ体制を示す当時の資料に、アジア支局長として、私の名が日本語で掲

載されていた。それには恐縮したが、さすがに私の名前は珍しく欧州では活字にならなか

った。本誌に最初に掲載された記事は、１９９７年に京都の国際会議場で開催されたアジ

ア化合繊会議 の報告記事で、アジアの化合繊企業のトップが一堂に会したイベントであっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fleissner 社 Gerold 社長（左） と Dempsey 主筆（右）の歓談 

（写真左） アジア国際化合繊会議の報告記事 

（写真中） 議長の前田勝之助氏のあいさつ 

（写真右） 第 2 回アジア化合繊会議の会場模様 
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当時の前田勝之助東レ会長をはじめ、著名なアジアのリーダーと懇意に取材できたのは

思い出多い成果であった。丁度経済不況が漂った時期であったが、今後の展望として非衣

料の産業資材、テクニカル・テキスタイルの勃興を提唱したのが今では思い出多いイベン

トであった。 
   
会議は大盛況で本誌発行後はアジアをはじめ欧米各地の読者から感想やら問い合わせが

沢山あったのも思い出深い。この頃から私も技術誌に対する投稿が多くなった。その頃、

我が国で商業生産に入る話題になった PTT 繊維（ポリトリメチレンテレフタレート）の紹

介はトピッ クスであった。 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

１９９７年から２００６年ごろまでは日本とアジアの情報を報告するのに多忙を極めた

が、アジア支局の使命感を担って、最もハッスルした時代であった。当時の記事を抄録紹

介するスペースもあまりないので、当時のレポートの代表的なテーマとその片鱗を下記に

紹介したい。 
◇京都工芸繊維大学で開催された染色化学国際会議報告（1997 年 2 月） 
この国際会議での貴重な写真も紹介しておこう。 

 
  
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

PTT  繊維の開発を紹介する記事 

ノースカロライナ州立大のルッカー教授（左）と大妻女子大の高岸教授（右） 

                    ＊高岸教授は色染工芸学科・昭３９年卒 
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◇新規横編み機の開発～島精機のホールガーメント機の紹介（ITB 1998 年 1 号） 
島正博社長と島精機技術陣とのインタビューを通じて、注目のホールガーメント編み機

を紹介した。同社のホールガーメント横編み機は当時の注目の話題となった編み機で、日

本発の画期的な革新機械として読者の関心度も高かった。（ITB 1998 年 1 号） 
 
◇村田機械の改良エアジェット紡績機の紹介（ITB 2003 年 4 号） 
村田機械の藤原部長から取材したエアジェット紡績機 Voltex の紹介記事 

 
 

 
 

 
 

 
 
  
 

  
 
 
 
◇日本における PP 繊維不織布紹介 
当時、成長の著しい PP 不織布（ポリプロピレン不織布）の日本における開発状況をメ

ーカー別に紹介、当時のチッソや三井化学、旭化成などの状況を紹介している。本件は当

時の重要なアイテムであったとされる。 
（Nonwovens Industrial Textiles  NIT  1999 年 4 号） 
原題：PP Fibers striving for prominent position in Japan 

  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

（写真左）  島精機の画期的な無縫製ホールガーメント編み機  SWG-V、 

（写真中）  島精機の島社長、  （写真右） 村田機械の“Voltex”の紹介 

1998 年当時の日本の PP 繊維と不織布の紹介 
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◇マイクロファイバーの紹介 （ITB 2000 年 4 号） 
当時関心が高まってきていたマイクロファイバーを、主筆の Jurg  Rupp 氏と共著で, 

６ページにわたる長文で紹介。読者から多大の関心をいただいた。 ITB 誌に、マイクロ

ファイバーの日本における用途展開を紹介した。このころからマイクロファイバーが新技

術として関心が盛り上がっていたので、誠にタイミングの良い記事であった。 
本稿は画期的な新素材の紹介でドイツ語の記事である。 

 
◇ITS中国誌への寄稿 

  ITS 社は当時、隆盛著しい中国への進出を狙って、現地の出版事業として「 Textile 
Collection」と称する中国語の繊維技術誌を発行していた。私も日本からの出稿を依頼さ

れ、 現地での中国語への翻訳の助けを通じて数回の中国語での繊維技術報告文の掲載を行

った。その一片が下記の紹介である。 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
  

（つづく） 
 

（色染・昭３１ 米長 粲） 

（写真左） ITB 誌に日本におけるマイクロファイバーを紹介 

（写真右） ITS の中国語版 「Textile Collection」への寄稿 
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人類の絶滅について 

本年、私は７８歳になります。幸い健康でよく食べよく眠ります。 

「ついに行く道とはかねて聞きしかど昨日今日とは思はざりしを」    

（人間誰しも最後にはたどる死出の道だとは聞き知っていたけれど、それが      

昨日今日というほどに差し迫ったものだとは思わなかった） 

在原業平の歌です。この歌にこもごも共感する年齢となり、自分の回顧録を書

いている一方で、自分ではなく人類の臨終についても考えさせられる今日この頃

ではあります。そこで本稿では「人類の絶滅」という恐ろしげなテーマについて

思うことを書いてみることにしました。 

１、 地球の歴史 

地球は４６億年前に誕生した。３８億年前、海中で最初の生命の兆候が現われ

る。生物は進化を繰り返し、５億８千万年前になると爆発的に多様な生物が出現

した。海中では三葉虫やシーラカンス、陸上では巨大トンボやゴキブリの全盛時

代である。２億５千万年前にこれら生物の大量絶滅が起る。この絶滅では実に生

物の 90％が消滅した。絶滅の原因にはいくつかの仮説がある。全世界規模で海

岸線が後退し、これにより食物連鎖のバランスが崩れ、大量絶滅を引き起こした

という説。巨大なマントルの上昇流によって発生した大規模な火山活動が大量絶

滅の原因になったという説。等々。ここまでの時代を古生代と呼んでいる。 

この大絶滅でも辛うじて生き残った生物が再び進化をとげ、ご存じの恐竜時代

が到来する。また哺乳類や鳥類の祖先も次々と出現した。6500 年前に再び生物

の大量絶滅が起こり、恐竜やアンモナイトが壊滅、海洋表層と浅海に棲む動物の

大半の種が絶滅した。原因は直径約 15 km の巨大隕石の落下。場所はメキシコユ

カタン半島の北西端チクシュルーブで、直径約 200km・深さ 15～25km のチクシ

ュルーブ・クレーターが現存している。衝突エネルギーは、広島に落とされた原

爆の 10 億倍に相当。衝撃で地上の物質が瞬時に大気中に放出された。ここまで

の時代を中生代と呼んでいる。 

その後、ニッチ（niche、生態的地位）は哺乳類と鳥類によって置き換わり、

現在＝新生代の生態系が形成された。 

２、 新生代の終末→人類の絶滅 

歴史は繰り返す。新生代が同様の隕石落下で終末を迎える可能性を否定するこ

とはできない。恐竜帝国は１億４千万年続いたが、我々人類の誕生は２本の足で

歩き始めたアファール猿人からでも 400 万年に過ぎず、例えば恐竜繁栄の期間を

１年と置き換えれば、人類は生まれてまだ 10 日ちょっとということになる。だ
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からといって人類も恐竜と同じように１億年以上繁栄できるという保証はない。

近未来に巨大隕石が落下する可能性を誰も否定することはできない。実は３年前

にその可能性が天文学会で大きな話題を招いている。ある小惑星が地球に向かっ

ているらしい。なんと下手をすれば 2040 年 2 月 5 日前後に地球に衝突する可能

性がある。たった 25 年後のことである。直径 140m、質量 410 万トンとかなり大

きく、仮に衝突した場合、衝突する時の速度は 14.67km/sec、エネルギーは広島

型原爆の 7300 倍に相当する。その後の望遠鏡の追跡観測に基づいて軌道を再計

算した結果、この小惑星は誤差を考慮しても地球から約 89 万 km 以内に接近しな

いことが明らかになり、これにより 2040 年に地球に衝突する可能性は消滅した

が、これは軌道要素が永久に変化しないことを前提としており、仮に軌道が変化

したり、楕円軌道を周回しているので遠い将来には再び衝突のリスクが生ずる可

能性は残されている。 

一方、生物大量絶滅を来たす直径 10km 級の隕石衝突の頻度は１億年に１度と

見なされている。前回、6500 万年前の直径約 15km の巨大隕石衝突から、次の衝

突は確率的には今から 3500 万年後ということにはなる。 

３、 巨大隕石（小惑星）衝突の回避 

ドン・キホーテ（Don Quijote）ミッションという欧州宇宙機関が進めている探査

機計画がある。宇宙機を小惑星にぶつけ、地球に向かう小惑星の軌道を変えるこ

とができるか否かの検証を目的としている。打上げは早くて 2015 年ということ

であるが私には最新の情報がつかめていない。ミッションは、直径 500ｍ程の小

さい小惑星上で作戦を実行する 2 機の宇宙機サンチョ（Sancho）とヒダルゴ

（Hidalgo）で構成される。候補となっている小惑星は 2029 年から 2036 年に地

球に非常に接近すると計算されている。ヒダルゴ（重量 1694kg）を 10km/sec.

の速度で小惑星に衝突させる。サンチョは数ヶ月の間、小惑星の周囲を回り、小

惑星の形、内部構造、軌道、自転が衝突によってどのように影響を受けているか

を観測する。衝突回避の実現性が高い手段と考えられるが「小惑星が地球に近づ

いた段階で行っても手遅れ、少なくとも地球落下の１０年前にぶつける必要があ

る。ミサイルで迎撃する方法は、破片の数が増えて被害地域が広がる恐れがある

ため現実的ではない」（2013／2／24 読売新聞、宇宙航空研究開発機構、吉川真

准教授談）とのことである。 

衝突の危険性の高い小惑星を早期（１０年前）に発見し、その軌道を変える

Technology は未確立であるが、今世紀中には確立されることが期待できるので

はなかろうか。というのが希望をこめた私の感想である。 

子孫の絶滅などまじめに考える機会もなく、スパンが何千万年と余りにも長い

話なので、日常の我々の感覚の枠から離れ過ぎていて話題にのぼらないこともあ

り、話を整理してみて読者各位にお伝えする次第であります。 

                   （昭３５・色染 松岡謙一郎） 
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祇園町と夏目漱石 

京都には現在、祇園甲部、宮川町、先斗町、上七軒、祇園東の５つの花街があり、これを

総称して五花街(ごかがい)と呼んでいます。伝統ある礼儀正しいしきたりが今も守り続けら

れているのは五花街の中でも祇園甲部が一番と言われています。八坂神社の門前（祇園石段

下）を四条通り沿いに西へ１００ｍばかり歩くと左角に一力茶屋が立っています。この角を

南北に走っている通りが花見小路、左右に祇園甲部のお茶屋が並んでいます。江戸時代初期

に八坂神社の門前で水茶屋を営業したのが始まりで、明治５年、東京奠都で寂れかけた京都

を立て直そうと、槇村正直（明治８年に京都府知事となる）が京都博覧会の余興として、祇

園の芸妓・舞妓の舞を「都をどり」と名付けて開催し、これが評判となって以降、京都の花

街として発展し今の姿になったとの歴史があります。明治末期から戦前の昭和にかけて祇園

に遊んだ文人墨客は数知れません。 

御池大橋西詰（鴨川の西岸、ここから祇園町界隈へは鴨川を渡り東南方向に歩いて１５分

くらいか）に、夏目漱石の句碑が立っています。 

「春の川を隔てゝ男女哉（おとこおみなかな）」 

天の川を隔てゝ男が女を想う甘美なひびきの名句です。また一方、男と女の間にある隔て、

心理的な溝の存在を示唆していると見方もできます。この句にからむ漱石の祇園でのエピソ

ードが面白いのでご披露したいと思います。 
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漱石歌碑 

 

漱石筆の色紙 
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漱石がこの句を書いた色紙（しきし）は今も残っていますが―写真参照―「木屋町に宿を

とりて川向うのお多佳さんに」との前書きがあります。「お多佳さん」こと磯村多佳は祇園

新橋のお茶屋の二女として出生。父親は下級武士の出で、母親は祇園の芸妓。茶屋といって

も暗い環境ではなく平穏な家庭に育っています。美しい芸妓の姉は万亭（一力）に嫁ぎまし

たが、多佳は三味線の弾き手となり、また和歌、俳句、書画を熱心に学んだ才女でした。し

かし、花街の芸妓という期間は多佳が２３歳ころまでで、すぐに母の経営になる祇園の茶屋

「大友」（だいとも、大和大路白川から白川沿いに東へ、巽橋（たつみばし）の手前。終戦直

前に強制疎開で壊されて今はありません）を継いで女将（おかみ）となっています。「大友」

は吉井勇の「かにかくに祇園は恋し寝るときも枕の下を水のながるる」（「大友」のあった

白川畔に歌碑あり）で知られた料亭で、吉井勇をはじめ、尾崎紅葉、谷崎潤一郎、高浜虚子、

横山大観、藤田嗣治、浅井忠（フランスへ絵画研修、帰国後本学の教授）等々、名士たちの

集う文芸サロンとなっていました。 

多佳  漱石(45歳) 

水川隆夫著の「漱石の京都」によると「漱石は､その５０年の生涯の間に４回の京都への

旅を試みた｡第１回は明治２５年（１８９２）２６歳、第２回は明治４０年３月～４月、４

１歳。第３回は明治４２年、４３歳。第４回は大正４年（１９１５年）３月～４月、４９歳、

２９日間」と書かれています。 

二度目の京都旅行の折に書いた小品「京に着ける夕」では、七条のプラットフォームに降

りて、ここから下加茂、糺の森の宿坊までの遠い夜道を人力車に乗って行く情景が記されて

います。京都の残寒（３月）に辟易しており「東京を立つ時は日本にこんな寒い所があると

は思わなかった」と書いています。途中で「ぜんざい」と書いた赤提灯を見て「余はいまだ

にぜんざいを食った事がない。汁粉であるか、ゆであずきであるか、何ものであるかさえ弁 
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えぬ」。「はじめて京都に来たのは十五、六年の昔、正岡子規と一緒で麩屋町の「柊屋」に

宿をとった」とも書いています。その年の６月には「虞美人草」の連載を始めます。書き出

しの部分で東京からやってきた友人二人が七条あたりの鴨川沿いの宿に泊まり、近くの家か

らの琴の音を聴いています（琴の主はしとやかな京女として話に登場します）。ここから比

叡山にまで歩いて登り、山道で粗朶（そだ）の大束を髪の上に乗せた大原女が「ごめんやす」

と言ってすれ違うくだりがあります。「虞美人草」では男女間の感情の変化、展開が読み手

を引きつけ、ドラマティックな終末が印象的です。 

漱石が多佳に出会ったのは大正４年３月、漱石４９歳、小説「こころ」（読後、色々と考

えさせられるところがある名著と言えましょう）を書いた直後、多佳は３６歳でした。漱石

にとっては持病の胃病と鬱病の保養を兼ねたゆったりとした京都旅行でした。京都着の翌日、

同行の画家、津田清風の案内で京都市内を散策し、木屋町御池（句碑の立っている場所）の

宿「北大嘉」に戻ると、夕食時に多佳がやつてきました。漱石を楽しませようと清風が呼ん

だのです。漱石はご機嫌で多佳と意気投合、深夜まで歓談しました。漱石は終始、対等の相

手として親しみ深い態度で接しています。かねてからひそかに尊敬し愛読していた文豪から

声がかかった幸運を多佳も感激したようです。ところがここで漱石はひどく体調を崩し、宿

の「北大嘉」で二晩も寝込むことになりましたが、多佳は足を運んでかいがいしく看病しま

した。回復した漱石は多佳に「天神様（北野天満宮）に梅を見に連れて行ってくれ」と声を

かけました。翌日の３月２４日、天神様で多佳を待っていても一向に現れないので大友に問

い合わせると、ある人物と宇治へ出かけたという。漱石は振られたとの思いで腹を立て市中

を歩き回り、宿に戻って多佳に与えた色紙が「春の川を隔てゝ男女哉」だったのです。多佳

のいる「大友」は漱石の宿「北大嘉」とは鴨川を挟んで川向かいになるわけです。約束が守

られなかった、その心の間隙を詠んだものと見ることもできるのです、立腹することがあっ

たにせよ、こゝ京都の地で親身になって世話をしてくれたお多佳さんへの感謝の気持ちでこ

の句を書いて与えたのだと思われます。病気が落ち着くのを待って漱石は京都を離れました。

都合２９日間の京都旅行でした。帰京後、漱石はこんな手紙を多佳に送っています。「御前

は僕を北野天神様へ連れて行くと云ってその日断りなしに宇治へ遊びに行ってしまったじ

ゃないか」。漱石通の諸氏は本件について色々な憶測をしていて面白いです。曰く「京都で

天神さんといえば２５日の縁日のこと。多佳は２５日と考えたのでは」。一方「犯人は京こ

とば」との指摘、同じ「おおきに」でも、ニュアンスの違いで辞意にも歓迎にも意味が変わ

る京ことばの特質が漱石を勘違いさせたのでは。多佳は「おおきに」と返事をしたが、約束

した意識はなかったのではなかろうか。 

帰京後、漱石は完結した小説としては最後の作品「道草」を書き始めます。この後、「明

暗」の連載中に胃潰瘍のため亡くなりました。多佳との出会いは漱石がこの世を去る前年の

春寒の頃のことでした。「春の川」の句碑が立てられたのは漱石生誕百年を記念しての１９

６６年１２月のことです。 
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一方、多佳は昭和２０年（１９４５年）５月、８５歳で亡くなっています。終生、雨の日

と紫陽花（あじさい）の花を好んだと言います。白川辺の巽橋（たつみばし）の西に元あっ

た「大友」の庭には紫陽花が植えられていた由。 

それでは、お多佳さんに贈られた文人客の手向けの歌をこゝに。 

「あじさいの花に心を残しけん人のゆくへもしら川の水」        谷崎 潤一郎 

「年ごとに君がこのめる紫陽花の花は咲けども多佳女世になし」  吉井 勇 

 

 

S３５年卒  松岡謙一郎 
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「曇り後
のち

晴れ」 

 
大手の大病院など医療機関は一般に高齢者の全身麻酔を伴う手術を忌避しがちですが、この度は

苦痛には耐え得ず、改めて再度の腰痛大手術に挑みました。爾来の心境を託した時々の詠歌です。                                           

（平成２８〜２９年 西川三郎 詠歌） 

 

妻子らに見守られつゝの吾が生命
いのち

 

 灯火
ともしび

戻りぬ春日のなかに （春） 

 

 

病める身を洗いて湯舟に浸
ひた

るとき 

 来
こ

し方行く末思うこの頃 （夏） 

 

 

 腰痛の癒えし体に秋の風           

いざ生きめやも爽やけき季
とき

 （秋） 

 

 

うつせみの吾れにしあれば残る道  

多くを学びて幸を求めん （新春） 

 

 

寒空に雪を残せる老梅に  

わが風雪の来し方偲びぬ （立春） 

 

（昭２８年色染  西川三郎） 
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  平成２９年 色染 昭和２８年卒 クラス会 
 毎年、正月２８日の『２８会』を今年も四条大宮「アークホテル 味舞」で開催しました。

女性２名 故坂口早苗氏夫人寿美さん（写真右）と故太田光一氏夫人恵江さん（左）を加 

え総勢 11名が集まりました。 

名古屋から来てくれた家久浩一さん（前列左）、一番若々しくて元気です。（前列右）は

業界はもとよりあちこち引っ張りだこの活躍をしている萩原理一さん。（後列左）恰幅の

いいのが出原昭巳さん、この頃碁の相手がおらず京都にさっぱり出てきません。 

（以下その右へ）「鼎会」会長の稲井新郎さん、京都の染色技術者のまとめ役です。 

（隣が）茨木の田尻弘さん、５月に彼のホームコースで『第７８回２８会ゴルフ』の予定

です。（次が）この会誌にも度々投稿している文筆家の西川三郎さん。（次が）体調が維

持できてるが酒量が減った愉快な亀迫重男さん。（その隣が）久しぶりに出てきてくれた

石橋道弘さん、どこも悪そうに見えません。（右端は）吉岡 悠 、未だ『大同コレクショ

ン』と「アフリカンプリント」を追いかけています。（この会のホームページにも投稿し

てます） 

                                                   （色染 昭和 28年卒 吉岡  記） 
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平成２９年度 ５４３会（昭和３３年色染科卒）  

 

平成２９年９月７日関西５４３会が京都祇園「花郷」で開催されました。 

当日は小雨交じりの雨天でしたが関西からは２年振りに岡山、大阪、京都から

７名全員、関東から個人参加で福島、千葉から阿部・木村君等２名ご参加頂き、

９名賑やかに。 

いわき市阿部君の乾杯で開会１２時から１５時まえ迄、久々の再会に皆様の

近況や福島原発の話やゴルフの話体調の話や色々、時間を忘れて楽しいひと時

を過ごしました。 

閉会後はうち揃って旧弥栄中学跡の漢字博物館へ行き、続いて四条小橋下ル

の昔懐かしい喫茶「フランソワ」で旧交を暖めました。   

  

 
 

   後列  平井  井上  西山  佐々木（忠） 福田 

   前列   木村   阿部   菱田   田村 

 

                    （昭和３３年 色染科 井上雅雄） 
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昭和３５年色染卒―３５会  
 

2017年９月27日、８名の同窓生が集まり、京都岡崎の無鄰菴、神宮道三条の青蓮

院を拝観、その後、木屋通御池上ルの料亭、新三浦にて夕食を楽しみました。 

Ｓ35年卒は総勢 32名、物故者11名、何らかの身体の不具合のあるもの５～６名、

遠方に住んでいる等の理由で出席辞退７～８名といった現状です。 

当日は小雨が時々降ったりする天気でしたが、それだけに拝観者は少なく静かな

庭園を散策することができました。無鄰菴は昨今頓に高名な七代目小川治兵衛（通

称、植治）の明治期の作庭による池泉廻遊式庭園で、東山を借景とし、広々とした

明るい芝生に琵琶湖疏水を引き込み浅い流れを配した近代日本庭園。一方青蓮院は

相阿弥作と伝える龍心池を中心とする室町時代以来の築山泉水庭と小堀遠州作と伝

える江戸時代の池泉回遊式庭園、霧島の庭がつながっており、また境内の梵鐘は自

由につくことができ、美しい余韻に心洗われました。 

 

 

無鄰菴庭園にて、衛藤、法貴、園田、林、鈴江 
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老舗料亭の新三浦では情緒ある鴨川河畔の川床での夕食を予定していたのですが、

小雨にて鴨川を見下ろす二階座敷での食事となりました。それなりに眺めもよく、

座敷を独占して賑やかに談笑することができました。ゴルフ談議―山田君の 84 歳に

しての「エージシュート」、カラオケ談議―法貴君は健康維持のためにもスタジオ

までの数千歩のウォーキングと歌唱を日課、等々話に花が咲きました。往年の酒豪

連中もよる歳波でほどほどの量にて、まずは行儀のよい楽しい集会となりました。 

 

 

新三浦にて、前列：鈴江、園田、松岡、山田、法貴、後列：坂東、衛藤、林 

 

 

（色染昭35・松岡謙一郎） 
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色染 36会(昭和 36年卒) 
 例年 3月上旬に開催している色染 36会、今年(平 29年)も 3月 2日(木)、3日(金)に昨年

と同じＪＲ名古屋駅近くの 「なごや花亭 美よし」にて開催されました。 

 参加者は過去最少の 10名(関西から 8名、関東 2名)で、年々寂しくなっています。因み

に昨年は 12名でした。 

 2日午後 4時、名古屋駅 銀の時計前に全員集合、迎えバスで旅館に入り、6時に開宴、話

題は専ら健康についてで、酒量は年々減っているものの、楽しく歓談、宴会後は幹事部屋に

場所を移し、11時頃まで心ゆくまで歓談し、二次会を楽しみました。 

 翌 3日は、旅館のバスで名古屋城に向かい天守閣、本丸御殿を見学，天守からの眺望や狩

野派障壁画等 見応えがあり，好天とも相まって有意義な時を過ごしました。 

 そこで解散という事でしたが、大半は 名物煮込みうどんを賞味する為、名古屋駅タワー

ズ内の山本屋総本家で昼食、改めて来年の再開を 固く約し、各自帰路につきました。 

 Ｈ13年から始まり毎年開催していた宿泊(1泊)クラス会も,幹事(毎年 2名、名簿順)が来

年で二巡目を終える事になり、参加者の減少もあり、再来年以降の継続が難しい状況になっ

てきております。                 

(色染 36年卒 横山 隆） 

 

前列左から 森井保之、松山伸彦、土井保史、永田 章、酒井国行  

後列左から 井上博仁、菅原啓高、横山 隆、加藤維希夫、草木 宏  
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互和讃会（３７年卒）２０１７年例会 
 

朝夕は肌寒く日中は少し暖かい秋の好天に恵まれた１１月６日（月）、例年になく少ない

参加者ではあった（体のどこかに不具合が生じる者が増えて来ている年代である）が、元気

な１１人がＪＲ米原駅から迎えのバスでプライベ－トリゾ－トホテルＸＩＶ琵琶湖に集合

した。ここは我々の会では二度目の利用である。 

三つの部屋に分かれ先ずは大浴場でゆっくり湯に浸かる。部屋でテレビを見ながら雑談し夕

食の時間を待った。各種料理のレストランがあるダイニングフロア－の会場で、和食会席で

の宴会が６時前からスタ－トした。 

最初にこれまでに亡くなった１１人（我々のクラスは留学生を除いて３２人であるが）の

天国での活躍を祈り黙祷した。テーブルに置いてある

献立を見ると、その品数の多さに驚かされた。和食ら

しくどれも非常に凝って見た目美しく造られている。

何れも量的に多くないのがこの年令の我々にとって

は救いである。 

例によって各自の現況報告を聞きながら、それを肴に

酒を楽しんだ。 

 

 

柴田君は用事の為９時前に帰ったので、残り１０人が一部屋に集まり今回の世話役川崎君に

準備して貰った飲み物でいつもの二次会。今回欠席をした友人たちの体調を心配しながら、

又次回の案など話し合った。今回は宴会で非常に多く飲んでいたので、早めの就寝となった。 

 

 翌朝バイキングスタイルでの朝食を摂り、ホテル前で集合写真を撮る。 

ホテルのバスで彦根港に向かった。オ－ミマリンの観光船で約４５分の多景島回遊クル－ズ

を楽しむ。琵琶湖には竹生島、日本で唯一だそうだが

人が住む湖の中の島、現在３００人程が生活している

沖島そして多景島の３つの島と、大小４つの岩からな

る沖の白石が湖中に存在する。 

彦根藩井伊家の縁のこの多景島は、周囲約６００ｍの

大きさで島全体が日蓮宗見塔寺の境内になっている。 

 

その後タクシ－で彦根城に向かった。城には登らず、

彦根城博物館を見学した。 

１６０４年から工事が始まり１６０７年には城の天守閣が完成、大坂冬の陣、夏の陣を経

て１９２２年までに彦根藩の政庁として表御殿が完成して彦根城全体の築城となったが、そ

の表御殿を復元し建築されたのがこの博物館である。江戸時代の代々の藩主として彦根藩を
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治めた井伊家の文武に渡る資料が展示されている。今

年のＮＨＫ大河ドラマ「おんな城主直虎」が丁度その

井伊家の一時代として機を得て館の中心に展開されて

おり、人気も非常に高いそうである。 

最後に城の堀の外側にある玄宮園を訪れた。中国湖

南省の洞庭湖にある玄宗皇帝（唐の時代）の離宮庭園

を参考に、「瀟湘八景」を「近江八景」に置き換えて作

庭されたといわれているこの玄宮園、旧彦根藩の大名

庭園であり非常に美しく池泉回遊式庭園と呼ぶそうである。庭園の中の茶室でちょっと優雅

な気分になり正座して抹茶をいただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彦根駅前のレストランで昼食を摂って駅で散会した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

前列左より 福西興至 川崎登也 阪口文雄 山中寛城 奥山正夫 宮崎 博 

後列左より 山崎治忠 池田晴充 岩坪正光 宮脇雄也 のメンバ－で柴田二三男君 

  は前日のみの参加であったのでここでは不在 

記   山崎治忠 

ＸＩＶ前での集合写真 
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昭和３８年卒（みつば会）開催 
 

平成２９年７月２７日（木）夕刻に、橋本 清君の傘寿祝賀会を三条アサヒビヤホールで行いました。

12名が集いました。関東組の鎌田君も参加され、皆で大いに盛り上がりました。次年度傘寿祝い組（弘中、

鈴木両君）も益々元気です。 

 

 

 

 前列左より、森本、弘中、小畠、橋本、中東、松村 

          後列左より、広瀬、鎌田、鈴木、道籏、小柳、別所 

 

                             （色染昭和３８年卒 中東弘三） 

色染物質会　会誌 NO.９　Ｐ３３



色染昭和 39 年卒クラス会 
 

 春の京都で会おうということになり、平成 29 年 3 月 29 日に四条の京都マルイ 8 階「美

濃吉」に 16 名が集ました。 

 色染 39 会では、これまで幹事役を担当していただいていた川崎さんがご体調を崩され

ていた事情で、久しぶりの全員に案内する会合となりました。 

 桜には多少早い時期でしたが、関東からこの機会に京都へ出て来たという会員もおられ、

好天にも恵まれ春の京都を満喫することができました。  
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 大阪地区在住の会員が多いため、大阪で「たまたま集まれる人が制約無く自由に集まろ

うという趣旨の会合」（当日都合につく人が集まる）を行っており、会員のどなたが思いつ

いた際に声を掛けて集まることにしています。 

 昨年 10 月 17 日には梅田で開催された松本さんの絵画個展の機会を捉え、松本さんをだ

しに集まりました。 

   

   松本さんの個展  ギャラリー４匹の猫（大阪市北区茶屋町）にて  

   

 

 会員ご本人の体調や、ご家族のご都合などの事情で、予定していても当日になって急に

参加できない事情が発生することも多く、また e－メールで連絡可能な方も限定されてい

ますので、会合の案内をすることも年々難しくなっていますが、都合のつく人が気楽に集

まれる会を継続していきたいと考えています。  

                               （色染昭３９年 今田邦彦） 
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      色染昭４５年卒クラス会 
平成29年1月3日に、毎年恒例の４５年卒の色染クラス会を開催しました。 

場所は壬生から変わって祇園「割烹しんざん」になりました。主人は同じで山本君

の親戚です。http//gion-shinzan.com/ 四条通り一筋北の花見小路で最高の場所

です。前日までの予約制となっています。参加者は7名でした。 

料理は、“おせち”、“刺身”、 “伊勢エビ”、“炭火焼き河豚”、”宮崎安楽牛の焼肉”、

〆はチリメン山椒ごはんでフルコースです。息子さんがお酒や料理を運んで手伝っ

てくれました。飲み物はビール、芋焼酎、ハイボール、ノンアルコールと酒量は衰

えるどころかむしろ上がっている様子です。 

出席者と同級生の近況として 

① 東京の石塚令子さんは日経歌壇の年間秀作として年末二週間連続で掲載された。 

② 八木君は、恒例通り昨年11月にブラジルに行った。景気悪くレアル安で日本円

が1.5倍の価値となっている。東洋紡、ダイワボウが現地撤退とのことである。 

③ 山本君は毎日１００kmほど運転していて追突防止付きの新車を購入した。亀岡

でミツバチを飼い始めて昨年は１０kgほどとれたようだ。 

④ 坂本君は踊りの名取りとして昨年22回披露した。兵庫技術士会の理事として活

躍中である。 

⑤ 嶋田は日本繊維技術士センターで技術支援の事務局長をしていて、自分でも台

湾や中国に出張している。染色の講演で大学含め年間１２回ほどやっている。 

⑥ 西村君は中国出張に加えてタイやベトナム出張が増えて、昨年度の海外出張は

１３０日となっている。 

⑦山田憲司君は京都にある二軒の黒染め屋さんの一つ。健康の秘訣はよく食べ、よ

く寝て、適度の緊張感を持つことと持論を披露した。 

⑧ 堀田君もいろいろ話したが酒のせいで支離滅裂となった。 

三時間半がアッという間にすぎ、来年の再会を期して散会となった。 

  

左から八木、山田、坂本、西村、堀田、山本、嶋田     しんざんの入り口 

 

(色染昭４５嶋田幸二郎、西村元廣) 
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会員名簿 会員数：２１９名 ６期：H28,4～H29,3
7期：H29.4～H30.3

メール欄にマークの無い方でアドレスをお持ちの方は、事務局までご連絡ください。

卒業年度 氏名 メール ６期会費 ７期会費 卒業年度 氏名 メール ６期会費 ７期会費

1 Ｓ19 小原 究 55 Ｓ35 黒田 亘哉 ○

2 Ｓ19 宮永 正夫 ◎ ◎ 56 Ｓ35 鈴江　 登 ○ ◎ ◎

3 Ｓ20 小黒 清明 ◎ ◎ 57 Ｓ35 園田 英雄 ○ ◎ ◎

4 Ｓ23 勝田 房治 ◎ ◎ 58 Ｓ35 中村 準市 ▲ ◎ ◎

5 Ｓ23 中川 益男 ○ ◎ ◎ 59 Ｓ35 林 　俊郎 ▲ ◎ ◎

6 Ｓ26 水谷 昌史 ○ ◎ ◎ 60 Ｓ35 坂東 久平 ○ ◎ ◎

7 Ｓ28 稲井 新郎 ◎ ◎ 61 Ｓ35 法貴 英夫 ○ ◎ ◎

8 Ｓ28 田尻 弘 ◎ ◎ 62 Ｓ35 松岡 謙一郎 ○ ◎ ◎

9 Ｓ28 西川 三郎 ○ ◎ ◎ 63 Ｓ35 松本 繁男 ◎

10 Ｓ28 萩原 理一 ○ ◎ ◎ 64 Ｓ35 山田 英二 ○ ◎ ◎

11 Ｓ28 吉岡 悠 ○ ◎ ◎ 65 Ｓ36 市原 　守 ◎ ◎

12 Ｓ29 梅本　顕 ◎ ◎ 66 Ｓ36 奥　 正夫 ○ ◎ ◎

13 Ｓ29 時岡嘉一郎 ○ ◎ ８期分前納 67 Ｓ36 加藤 維希夫 ○ ◎ ◎

14 Ｓ30 井上 治彦 ○ 68 Ｓ36 松本 光之助 ○ ◎

15 Ｓ30 末包　光太 69 Ｓ36 横山 　隆 ◎ ◎

16 Ｓ31 井尻 三郎 ◎ ◎ 70 Ｓ37 池田 晴充 ◎

17 Ｓ31 岡野 志郎 ◎ ◎ 71 Ｓ37 市川喜代始 ○ ◎ ◎

18 Ｓ31 小倉　昭 ◎ 72 Ｓ37 岩坪 正光 ▲

19 Ｓ31 北川 全應 73 Ｓ37 奥山 正夫 ◎ ◎

20 Ｓ31 上妻 喜久男 ○ 74 Ｓ37 川崎 登也 ◎

21 Ｓ31 小阪 能一 ○ ◎ 75 Ｓ37 阪口 文雄 ○ ◎ ◎

22 Ｓ31 中山 茂 ◎ ◎ 76 Ｓ37 佐原 肇 ○ ◎ ◎

23 Ｓ31 安田 　功 ○ ◎ ◎ 77 Ｓ37 柴田 二三男 ○ ◎ ◎

24 Ｓ31 湯川 謙吉 ◎ ◎ 78 Ｓ37 高井 禎之 ○ ◎ ◎

25 Ｓ31 米長 　粲 ○ ◎ 79 Ｓ37 福西 興至 ○

26 Ｓ31 和田　 弘 ○ ◎ ◎ 80 Ｓ37 三崎 　歩 ○ ◎ ◎

27 Ｓ32 太田 迪夫 ○ ◎ ◎ 81 Ｓ37 山崎 治忠 ○ ◎ ◎

28 Ｓ32 坂井 武司 ○ ◎ ◎ 82 Ｓ37 山中 寛城 ○

29 Ｓ32 阪田 昭藏 ○ ◎ ◎ 83 Ｓ38 伊東 慶明 ○

30 Ｓ32 塩路　 貴 ◎ ◎ 84 Ｓ38 小畠   堯 ○ ◎ ◎

31 Ｓ32 原 　　栄 ○ ◎ ◎１８期まで前納 85 Ｓ38 小柳 健一 ○

32 Ｓ32 松本 日出男 ○ ◎ 86 Ｓ38 中東 弘三 ○ ◎

33 Ｓ33 阿部　弘 ◎ ８期分前納 87 Ｓ38 橋本 清 ○ ◎ ◎

34 Ｓ33 井上 雅雄 ○ ◎ ◎ 88 Ｓ38 早貸 正幸 ○ ◎ ◎

35 Ｓ33 佐々木 晶一 ○ ◎ ◎ 89 Ｓ38 廣瀬 良樹 ○

36 Ｓ33 佐々木 忠夫 ◎ ◎ 90 Ｓ38 三河 明義 ○ ◎

37 Ｓ33 白須 勝明 ○ 91 Ｓ38 森本 國宏 ○ ◎ ◎

38 Ｓ33 平井 雅夫 ○ ◎ ８期分前納 92 Ｓ38 渡辺 勝彦 ○ ◎

39 Ｓ33 菱田 三郎 93 Ｓ39 浅井 敬造 ○

40 Ｓ33 福田 雍弘 ◎ ◎ 94 Ｓ39 雨宮 邦夫 ○ ◎ ◎

41 Ｓ34 大多和 正己 ◎ 95 Ｓ39 今田 邦彦 ○ ◎ ◎

42 Ｓ34 後藤 芳弘 ○ ◎ ８期分前納 96 Ｓ39 田中 邦雄 ○

43 Ｓ34 佐藤 忠孝 ○ ◎ ◎ 97 Ｓ39 森下 公雄 ▲ ◎ ◎

44 Ｓ34 高瀬 　進 ◎ 98 Ｓ40 鈴木 允子 ◎

45 Ｓ34 萩原 章司 ◎ ◎ 99 Ｓ40 田中 興一 ○ ◎ ◎

46 Ｓ34 間　 照夫 ◎ ◎ 100 Ｓ40 内藤　 隆 ○ ◎ ◎

47 Ｓ34 藤井 敏昭 ○ ◎ 101 Ｓ40 安田 恵一 ○

48 Ｓ34 甫天 正靖 ○ ◎ 102 Ｓ41 梶原 俊明 ○ ◎ ◎

49 Ｓ34 松本 哲哉 ◎ 103 Ｓ41 中尾 脩一 ◎

50 Ｓ34 吉岡 泰男 ○ 104 Ｓ41 西岡 靖之 ○

51 Ｓ35 安部田 貞治 ○ ◎ ◎ 105 Ｓ41 吉岡 　啓 ○ ◎ ◎

52 Ｓ35 石部 信行 ○ ◎ ◎ 106 Ｓ41 和田 明紘 ○ ◎ ８期分前納

53 Ｓ35 衛藤 嘉孝 ○ ◎ ◎ 107 Ｓ42 梅木 弘道 ○

54 Ｓ35 大西 雄一 ○ ◎ ◎ 108 Ｓ42 北尾 三冶 ◎ ◎

109 Ｓ42 高井 貢 ○ ◎ ◎

平成30年3月31日

▲は携帯メール　◎は会費納入済み
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会員名簿

卒業年度 氏名 メール ６期会費 ７期会費 卒業年度 氏名 メール ６期会費 ７期会費

110 Ｓ42 坂井 勝也 ◎ 165 Ｓ50 後藤 康博 〇 ◎ ◎

111 Ｓ42 早藤 隆生 ◎ ◎ 166 Ｓ50 柴岡 　浩 〇 ◎

112 Ｓ42 松原 昭夫 〇 167 Ｓ50 高野　良 〇

113 Ｓ42 横山 彰夫 〇 ◎ ◎ 168 Ｓ50 寺澤 通隆 〇 ◎ ◎

114 Ｓ43 今井 洋爾 〇 ◎ ◎ 169 Ｓ50 中川 順之 〇 ◎ ◎

115 Ｓ43 鈴木 嘉樹 〇 ◎ 170 Ｓ50 橋本 浩三 〇 ◎ ◎

116 Ｓ43 西村 悌二郎 〇 ◎ ◎ 171 Ｓ50 濱田 澄郎 〇 ◎

117 Ｓ44 小谷 正夫 〇 ◎ ◎ 172 Ｓ50 松永　実 〇

118 Ｓ44 藤本 昌則 〇 173 Ｓ50 松原 美砂子 〇 ◎ ◎

119 Ｓ44 山平 知伸 ◎ ◎ 174 Ｓ50 松本　博 〇 ◎ ◎

120 Ｓ44 吉井 康浩 175 Ｓ50 水野 庸子 ◎

121 Ｓ45 飯塚 志保 〇 176 Ｓ51 秋丸光嗣 ◎ ◎

122 Ｓ45 上田 善治 〇 177 Ｓ52 白井 文朗 〇

123 Ｓ45 後藤 幸平 〇 ◎ 178 Ｓ53 伊山 正三 〇

124 Ｓ45 佐藤和秀 179 Ｓ53 高橋 伸和 〇 ◎ ◎

125 Ｓ45 竿山 重夫 180 Ｓ53 長井  彰

126 Ｓ45 坂本 修三 〇 ◎ ◎ 181 Ｓ53 西村 千佳子 〇

127 Ｓ45 嶋田 幸二郎 〇 ◎ 182 Ｓ53 藤村 知男 〇 ◎ ◎

128 Ｓ45 西村 元廣 〇 ◎ ◎ 183 Ｓ53 宮崎 義也 〇

129 Ｓ45 堀田 英志 〇 ◎ ◎ 184 Ｓ53 森川　滋明

130 Ｓ45 堀口 祐司 〇 ◎ ◎ 185 Ｓ53 山田 衛 〇

131 Ｓ45 米本公一 186 Ｓ54 柏原 俊博 〇 ◎ ◎

132 Ｓ46 北尾 好隆 〇 187 Ｓ54 清水 多佳子 〇

133 Ｓ46 桑原 正樹 〇 ◎ ◎ 188 Ｓ54 清水 穂積 ◎ ◎

134 Ｓ46 小柴 雅昭 〇 ◎ ◎ 189 Ｓ54 土井 謙吾

135 Ｓ46 成見 和也 〇 190 Ｓ55 荒木 泰博 〇

136 Ｓ46 樋口 郁雄 〇 ◎ ◎ 191 Ｓ55 芝  泰清

137 Ｓ46 米田 久夫 〇 ◎ ◎ 192 Ｓ56 中野 峰夫 〇

138 Ｓ47 大塚 滋 〇 ◎ 193 Ｓ57 荻野  毅 〇

139 Ｓ47 菊井 順一 〇 194 Ｓ57 神野 友香子 〇 ◎ ◎

140 Ｓ47 小島 將春 〇 195 Ｓ57　　徳永 純子　　 ◎ ◎

141 Ｓ47 小林 繁夫 〇 ◎ ◎ 196 Ｓ57 森　誠一 ◎

142 Ｓ47 角野 幹夫 〇 ◎ 197 Ｓ57 山根　純子 ◎

143 Ｓ47 高木 恒男 〇 ◎ ◎ 198 Ｓ58 青木 伸治

144 Ｓ47 瀧本 哲雄 〇 ◎ ◎ 199 Ｓ58 岡 修也 〇 ◎

145 Ｓ47 田村 善弘 〇 200 Ｓ59 垣田 直彦 〇 ◎ ◎

146 Ｓ47 福澤 佳計 〇 ◎ ◎ 201 Ｓ59 姫野 貴司 〇 ◎ ◎

147 Ｓ47 中村 妙子 〇 ◎ ◎ 202 Ｓ59 藤上 和久 〇

148 Ｓ47 山口 繁雄 〇 203 Ｓ59 宮原 雅彦 〇

149 Ｓ48 石田 泰和 〇 ◎ 204 Ｓ59 穴迫 康之 〇

150 Ｓ48 犬伏 康郎 〇 ◎ ◎ 205 Ｓ59 島田 太朗 〇

151 Ｓ48 丹羽   章 〇 206 Ｓ59 月縄賢一 ◎

152 Ｓ48 橋本 清保 〇 ◎ 207 Ｓ60 西内  誠

153 Ｓ48 服部 和正 〇 ◎ ◎ 208 Ｓ62 木村 由和

154 Ｓ48 山本　 博 〇 ◎ ◎ 209 Ｓ62 藤川 達志 〇

155 Ｓ48 和田 有功 210 Ｓ63   井藤 晶基　 〇

156 Ｓ49 大萩 成男 〇 ◎ ◎ 211 Ｓ63 川端 利香 〇

157 Ｓ49 西島 洋美 〇 ◎ ◎ 212 Ｓ63 原  彰宏 〇

158 Ｓ49 吉田 理郎 〇 ◎ 213 ＴS1　　赤谷 宜樹　　 〇 ◎ ◎

159 Ｓ50 阿久根隆行 〇 ◎ ◎ 214 ＴS1 池上  俊

160 Ｓ50 石田 俊平 〇 ◎ ◎ 215 ＴS1  貝増 匡俊 〇

161 Ｓ50 伊藤 青史 〇 216 ＴS2 阪上 智子 〇

162 Ｓ50 小沢 七洋 〇 ◎ 217 ＴS4 中谷 昭彦 〇

163 Ｓ50 木下 修治 〇 ◎ ◎ 218 ＴS5 中村 誠一 〇 ◎ ◎

164 Ｓ50 熊見 孝彦 〇 ◎ ◎ 219 ＴS6 東光 勝也 〇

色染物質会　会誌 NO.９　Ｐ３８



 

 

編集後記 

   色染物質会会誌第９号をお届けします。 

内容は、今までのものを踏襲していますが、初めて外部印刷としました。 

 

投稿された原稿は、時期が前後することもありますが、これからも順次掲載 

していきます。引き続き会員の皆様のご協力をお願い致します。 

 

 

 

京都工芸繊維大学色染物質会事務局 

〒569-1042 高槻市南平台 5-66-1 

TEL   072-681-6571 

MAIL  tsuntsun@tcn.zaq.ne.jp 

URL   http:/www.matugasaki.com 

色染物質会 会長 髙木 恒男 

 


