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Able-Art (エイブルアート)をご存知ですか?

字国 正

*先週の話の続きを掲載させていただきます。

そして出来上がった絵(タテ・ヨコ・ 1X 1. 5mほど)を色使いは原画そのままに、タテ6枚に分

割、それを幅 1mx高さ 3mのプレートに拡大し、書き写し、掛物に再現し直して、エントランスの

壁画にする事に成ったのです。 巨大な6枚の掛物には、たんぽぽの家の画家集団(全員が芸大出

で、 Able-Artの画家たちの指導や各種支援を身を削って行われる等、尊い活動をされている多くの

スタッフ達)が作品として再現・仕上げを行って下さる。

そして、待ちかねた作品が出来上がり、新装なった新居浜工場のエントランスにいざ飾る事になっ

て、設置が完了してみると想像以上の素晴らしさです! ! タテ1m角ほどの小さな絵がタテ3mx6m

の大きさに引き伸ばされるのですから、いくら原画が良くても、絵の迫力が失われるのではないか?

果たしてどうなるか?心配したのですが、杷憂でした。

みどりと自然を大切に



そして、新居浜工場の応接室や会議室、食堂、裏エントランスは、5j1jのAble-Artの画家たちの素

敵な絵で夫々が飾られました。 裏エントランスの絵は私が大好きで、表のエントランスが教会ホー

ル調なら、裏は近代美術館風、表の様に本物ではないが、裏の太田広介さんの絵 iBirdsJは布に

印刷されたモノを桟付して飾ったモノで、一見本物!と見まがう素晴らしさ! 白い壁に青い空、

飛ぶ白い鳥たち (Birds)と育松?何の資産としての価値も有りませんが、とても存在感があり、

手前みそながら素敵です。

都合、新居浜工場の絵等装飾代は締めて1千万円弱!でした。 Able-Artタンポポの家スタッフ

の皆さんのお働きぶりやご苦労、丁家に設置して下さる仕事ぷり等を拝見していますと、私は胸が

熱くなりましたし、皆さんからはAble-Art集団に理解を下さったと大変喜び、感謝されました。

それから、たんぽぽの家の播磨理事長さんの計らいでN国松山放送局が取材下さり、 2013年3月15

日、新居浜工場竣工式の朝のNHK(四国版)早朝Newsで3回ばかり取り上げて下さいました。
..-.... 

資産価値と言えば一般に流通している絵と違ってAble-Artと言える画家達の絵は不遇です。 私 、d

は評論家でも画廊でもありませんので、分かりませんが、 Ableの画家で、あろうと普通の画家の作品

であろうと良いモノは良いはずです。 山下清の絵の様に 11 公共の美術館では予算を決めてAb

le-Artの画家の作品を買い上げられる事も有るそうですが、結局、展示されず倉庫の奥深く死蔵さ

れる!事が多いと言うのです。

私は資産価値が出てくればそれに越したこともないのですが、私達にエネルギーと安息と憩いを

与えてくれるAble-Artの画家達の作品力、それで十分です 11 高価な転売も出来る資産価値のあ

る絵よりAble-Artの画家たちの絵の方がどれだけ、私達に呉れる力が大きいか 71

結果、手前味噌ですが、新居浜工場に来られるお客様は必ずこの壁画に驚かれ、心底褒めて下さ

ると新居浜のスタッフより聞いております。

そこで、もう2つ、 Able-Artの事で、す。

一つは、問Gさんから分けて頂いたLivedo栃木芳賀工場(元P前東日本工場)も近年、稼働Line数

も増え、社員数・来客も多くなりましたので、ささやかながら管理棟を再整備・改修し、そこに今

度は、 「色の魔術師とAble-Art内で評判の高し、小松和子さんのとても知的で美しい作品集『インテ

リア~ 9枚(丁寧な設置費用も含めて90万円)と福井恵子先生が2011年Livedo・第二の創業記念式

典:オレンジ・ルネッサンスの為に創作して頂いた 2枚の巨大なタペストリーがエントランスに、

小松さんの絵が応接と廊下と大会議室に掛けられ、お客様と社員を迎えてくれています。

そして、もう一つは昨年、 LIVEDO創業50周年記念のポスターやその他色々な催事の顔として使わ

れるシンボル画に、新居浜市在住・石村嘉成(いしむらよしなり) (平成6: 1914年生れ)さんの

『にわとり・朝ですよ」を50周年記念行事推進委員会の推薦で選んだことです。

石村嘉成さんは 2歳の時に自閉症・発達障がいと診断されましたが、平成25(2013)年第2回の

エコールド・パリ展で19歳最年少入賞を果たされ、版画家として新たなスタートを切られた人です。

この作品はLIVEDOが新しい次の 50年に向かつて力強く歩み出そう!と言う私達の想いをしっか

~ 、d
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り代弁してくれており、これ程ピッタリのシンボル画は無い!と言えます。 何と力強い雄鶏の姿、

又その色使いが抜群で、とても素晴らしい作品です。 よく社員が見つけて来てくれたと考えると、

私は大変うれしく、神様のお引き合わせと思うのです。

どうか、皆さん! Able-Artの画家たちに理解とご支援をお願いします ! ! ! 

それから、序での様で福井先生には失礼なのですが、先生はAb1e-Artの凄い理解・支援者で、私

は大変尊敬しております。 私はFlagフリークですが、福井先生と出会い先生に色々F1agを創作

していただいて、旗から大きな力を貰って居ます。

旗が風に瞬いているのを見ると誇らしく、頼もしく、嬉しくなるのです。 小なりと言えども、

一国一城の主として我立たん! !と思うならば、社旗ならぬ酒落たSpiritual-Flag(魂の旗?:セ

カンド・フラッグ)が必要です!

旗が有り、風にそょがれていると、そこに人の気配が感じられ、又、はためく My-Flagを見てい

ると我、蛮に在り!というような感懐が湧き出で、旗に勇気づけられるのです。

旗はその場所に生きいきとした華やぎを与えてくれます。 みなさん、これが旗の効用で、お勧

めです! ! 

.NOTE: 

I.たんぽぽの家 TEL: 0742-43-7055 

II. 福井恵子旗工房 TEL:075-702-9021/090-9090-2992 

※ Home-Page 福井恵子F1ag-Museumで先生の作品がお楽しみいただけます

m.石村嘉成(いしむらよしなり)

TEL: 0897-34-4129 (石村ミート/石村氏のご尊父・和徳様の会社)

作品に関するお問い合わせ先:http://i-yoshinari.jp/ 

宇 田 正

以上

(平成28年5月連休記)



第 26 5 4回例会記録 H.2 8. 5. 17 

出席報告

1.出席会員(51名中)

2.当日出席率

3.前々回補足修正率

(メイクアップ会員)

39名

76. 47 % 
94. 12 % 

4/26字国 .正会員(大阪東南RC)
5/6佐々木敬史会員(伊予三島RC)
5/6篠原孝賢会員(伊予三島RC)
5/6演口俊樹会員(伊予三島RC)

結婚記念祝(5月)

山川浩一郎会員 (47周年)

鈴木 謙会員 (40周年)

市川温彦会員 (39周年)

横内文行会員 (30周年)

石川隆文会員 (29周年)

堀江大介会員 (26周年)

寺尾浩一会員 (20周年)

会長の時間

・本日のお弁当は、いりこ飯です。

G掬予介!興業さんのいりこを使用)

・5/14・5/15開催地区大会報告

委員長の時間

・出 席 報 告 出 席委員長石川隆文会員

会務報告

1.ハイライトよねやま 194 

2.四国中央ふれあい大学

第 101回四国中央ふれあい大学講座

「坪田信貴講演会」の開催について(ご案内)

開催日:6月 12日(日)

本招待チケットを 2枚頂いております。希

望される方は、事務局までご連絡下さい。

希望者多数の場合は、抽選となりますので

ご了承ください。(クラブ締切日:6月 3
日樹)

3. 2016年 5月・ 6月 近隣クラブ例会の

お知らせ(出席委員会)

ニコニコニュース

大西宣… 5/14-5/15の地区大会にご登

録及び参加されました皆様ご苦労

様でした。

また、 5/13の地区ゴ、ルフ大会

では、石原紘一会員が優勝し、同

じ組でラウンドされた、 三好重忠

会員 ・矢野隆志会員 ・石川雅二会

員は、団体優勝されると言う快挙

を遂げました。有難うございます。

尾藤…2015-2016年度国際ロータリー

第 2670地区 ・地区大会に大勢の

方に参加 ・登録いただきました。

ありがとうございました。

石川隆… 5/14の地区大会、都合が悪く

なり欠席させて頂きました。申し

訳ありませんでした。

石川豊…四園地区大会へ参加しました。元

RI会長・田中作次会長の講演は、

国際ロータリ ーのトップとしての

心構えや人柄まで、ザ・ロータリ

アンの雑誌ではわからなかった事

がわかり大変よかったです。

石川雅…ロータリ 一地区大会のコールフ コン

ぺにて団体優勝しましたので、大

変うれしいです。ありがとうござ

いました。

石村祭…Dテープル全員出席です。

石 原…ロータリ一地区コおルフ大会で、は

からずも、まぐれ優勝でした。団

体優勝に貢献できたようです。会

長も地区で鼻が高いでしょう。優

勝祝賀会を今日やります。

会費 10，000円で。冗談です。

字高光…本日、職業奉仕委員会の卓話です。

「シェルドンの職業奉仕」につい

て話させていただきます。

理解不十分ですが、解かる範囲で

頑張ります。

一 谷… 4月 29日昭和天皇誕生日に、千

葉にて、三女(あきね)が結婚い

たしました。両家族と友人数人と

その子連れの小さな結婚式でした。

庭園でのパージンロードの前に、

「お父さん、大切な娘様をいただ

いて申し訳ありません。ありがと

うございます。」と言われ初めて

大切な娘を盗られた気持ちになり
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ました。彼は思わず、「ふつつか

な娘ですが宜しくお願い致します。」

と言ってしまう程、日本を理解し、

良く気の付くアメリカン男性でし

fこ。

宮 内…地区大会、会長・幹事様お世話に

なりました。 2日目の竹田氏の講

演は、まさにジャパネット竹田。

話が途切れませんでした。

一 好…2670地区ゴルフ大会で、団体優

勝しました。これが実力です。

(笑)

矢野…団体優勝してしまいました。 4名

の内、運だけで生きている人 2名

いました。だれかなあ?

山 }I卜・・地区大会、皆様に大変お世話にな

りましfこ。

卓話(職業奉仕委員会担当)

「シェルドンの職業奉仕」

宇高光重会員

近隣RCの例会日

5月 26日同新居浜RC
( 1)ーガ新居浜)

5月 26日同観音寺RC
(観音寺商工会議所)

5月27日後)伊予三島RC
(三島商工会館)

5月31日同観音寺東RC
(観音寺グランドホテル)

5月31日(刈新居浜南RC
(特別休会)

リーガ新居浜にてメーキャップの受付を

しております。

例会プログラム

5月31日ω
(青少年奉仕委員会

定例理事会
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空き家問題

佐々木敬史

2013年総務省統計局調べによると、日本の空き家数は 820万戸、空き家率は 13. 5 %と過去

最高を記録しました。 20 1 5年 5月には、空き家対策特別措置法が完全施行され、国も空き家問

題の解決に動き始めました。

都道府県別空き家率に注目すると、愛媛県は空き家数 12万 34 0 0戸、別荘等の二次的住宅を

除く空き家率が最も高いのは山梨県の 17. 2 %、次いで愛媛県が 16. 9郊と全国ワースト 2位

となっています。四国の 4県とも 16河台後半という状況です。逆に空き家率が低いのは、宮城県

9. 1 %、沖縄県 9. 8先次いで山形・埼玉・神奈川県と東京都がいずれも 10児台となっています。

県内の住宅総数は 70万 5200戸で、 20 0 8年からは 2万 11 0 0戸、 3. 5先増加していま

す。総世帯数は 58万 3800世帯で、昭和 23年の第 1回調査時から住宅数・世帯数ともに上昇

し続けています。ところが、 20 1 3年には、空き家数が 12万 34 0 0戸、空き家率は 17. 5 

郊と過去最高となりました。二次的住宅を除くと先程の、 16. 9 %、全国ワースト 2位というこ

みどりと自然を大切に



とです。また県内の二次的住宅を除く空き家率は四国中央市の1. 5先減の 14. 8 %を除き全て

空き家率は上昇し、内子町 21. 5 %、愛南町 21. 3 %、宇和島市 2O. 0 %と、南予の増加傾

向がみられます。

空き家には「売却用Ji賃貸用Ji二次的住宅(別荘等)J iその他」の 4類型があり、特に問題と

なるのは空き家にな ったにも関わらず、買い手や借り手を募集しているわけでもなく、そのまま放

置している状態の 「その他」の空き家です。例えば親の死後そのままにしておくケースなどがそう

で、住まなくても維持管理を行なっていれば問題はありませんが、放置期聞が長引くと倒壊や不審

者侵入、放火、不法投棄などの危険性が増加し、周囲の住環境への悪影響を及ぼす 「空き家Jとなっ

てしまいます。空き家全体に占める 「その他」の空き家の割合は、 20 0 8年の 35%から 201

3年には 39%まで高まりました。

問題の空き家に対し、指導・勧告・命令・行政代執行を行なうことのできる空き家管理条例の制

定が進んだことを受け、 20 1 4年秋の臨時国会で、同様の内容を含む空き家対策特別措置法が成

立しました。空き家を抱える人は、解体して更地にすると約6倍程度に固定資産税が上がってしま

い、そのまま放置することの方が税制上有利で、あ ったので、わざわざ解体することもなく危険な状

態となっても放っておくことが多かったのですが、この措置法により固定資産税の優遇が無くなる

ため、優遇を受け続けるための最低限のメンテナンス費用を投入するか、将来の税負担を考慮して

売れるうちに売るなどの選択を迫られる様になりました。

野村総研は、 20 3 3年の空き家数を約 21 5 0万戸、 空き家率は 30. 2 %に上昇すると予測

しています。これは、単に問題となる空き家が住環境を脅かすという点における問題ではなく、加

速する少子高齢化、人口減少等による地方消滅の危機の表れだと推測されます。空き家を除去する

ことも大切ですが、 一方で空き家を活用した地域おこし、交流人口の拡大が急がれます。

少子高齢化や人口減少が進む中、深刻化する空き家問題が「空き家=空き自治体」へと直結して

おり、昨年 5月の日本創生会議による r2 0 4 0年には全国の約半分の自治体が消滅』という衝撃

的な発表も記憶に新しいと思います。 「空き家管理士」 や 「空き家管理サービス」など関連した新

たな取り組みが誕生する中、解決のためには多くの待聞が必要であり、また持続性ある社会への実

現のためには、避けて通れない重大な社会問題と思われます。

以上の様な観点、から、愛媛新聞社主催のセミナーが 6月 10日午後 l時半より iSora ie 

mirai ProjectJと題して、第 1回目は自治体・企業・団体向けに空き家の現状と

課題、解決方法や利活用術の解説をされます。第 2回目は 7月9日・31日に一般向けに空き家利

活用セミナーが開催される予定です。ご興味のある方は、エントリーされてはいかがでしょうか。

これを取り上げたのは、愛媛新聞社の回し者ではなく、私が所属する iNPO法人愛媛不動産コン

サルティング協会」が20周年記念事業として、 2月22日、 400名の来場者を得て 「どうする?!

えひめの空き家問題」と題して、シンポジウム形式で実施したからです。

/ー¥
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出席報告

1.出席会員(51名中) 40名

2.来賓

(卓話講師)

公益財団法人愛媛県紙パルプ工業会

専務理事 森川 隆様

3. 当日出席率 78. 43 % 
4.前々回補足修正率 96. 08 % 

(メイクアップ会員)

5/6大西聖和会員(伊予三島RC)

会長の時間

・5/22 (日)開催コソレフコンペ優勝者表彰

優勝者 三好 重忠 会員

.えひめ国体について

.地区大会登録優秀クラブの表彰状を頂き

ました。

委員長の時間

・遠征コールフ コンペのご案内

コソレフ部幹事 谷 裕二 会員

・出席報告出席委員長石川隆文会員

会務報告

1.例会変更のお知らせ

【新居浜ロ ータリークラブ】

① 6月 23日附夜間例会

*リーガ新居浜にてメーキャップの受付

をしております(前日までに事前連絡必

要)

② 6月 30日同特別休会

*リーガ新居浜にてメーキャップの受付

をしております(前日までに事前連絡必

要)
2.カ。パナ一事務所

ガパナ一月信 5月号のロータリーレート

に誤りがありました。

2016年 5月ロータリーレート、正しく

は、 1ドル=110円です。

3. ガパナーエレクト事務所

2016-2017年度国際ロータリー第2670
地区旅費規程

4. 2016年 5月 ・6月 近隣クラブ例会の

お知らせ(出席委員会)

ニコニコニュース

大西宣…初夏の過ごしやすい季節となりま

した。あと一か月と少し、よろし

くお願いします。

尾藤…健康診断の結果が出ました。最近

欽み過ぎているので、心配してい

ましたが、 r-GTPが、 31か

ら41に増えたぐらいで、まだ範

囲内でした。でも、油断しないよ

うに気をつけます。

石川隆…先日 5/21長野にて、 息子が結

婚しました。これで子供二人とも

片付きました。二人で元気で末永

く仲良くがんばってほしいと思っ

ています。

内 田…この間、上分中学校同級生 21名

と、宇和島・四万十川方面に一泊

二日で遊びました。楽しかったで

す。

谷 …一昨日、 5月22日(日)に、第 5回
のコeルフコンペを開催させて頂き

ました。ご参加頂きました皆様、

大変有難うございました。次年度

ゴルフ幹事の森実会員、大変お世

話になり ました。

星 }lj...Cテーブル全員出席です。

最後に晋君間に合いました。

一 好… 5/22ロータリーのゴルフコ ン

ぺで優勝してしまいました。同伴

競技者のおかげです。ありがとう

ございます。

横内… 5/14・15の地区大会で、元

R 1会長の田中作次さんの対話形

式の講演が非常にわかり易く、

R 1についても、少しは理解でき

たような気がいたしました。

夜の街をフラついて、最後のラー

メンがちょっときつく感じる年に

なりました。お世話いただいた皆

さんありがとうご、ざいました。

佐々木…15Bの地区大会での「ベネファ

クター表彰」の証拠写真を、石村

浩会員にパッチリ撮って貰えまし

た。ありがとうございました。



卓話 (社会奉仕委員会担当

石川雅二会員組介)

「愛媛県紙ノ-<:)レプ工業会の紹介と

将来の展望」

森川隆氏

近隣RCの例会日

6月 2日(村新居浜RC
(リーガ新居浜)

6月 2日(村観音寺RC
(観音寺商工会議所)

6月3日後)伊予三島RC
(三島商工会館)

6月 7日(刈観音寺東RC
(観音寺グランドホテル)

6月7日(必新居浜南RC
(リ ーガ新居浜)

例会プログラム

6月 7日(刈

(親睦活動委員会担当)

出席表彰・誕生祝
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