
本日の卓話者ご紹介

＜出席報告＞
本　日  3月　8日
前々回  2月23日

会員数  59名
会員数  58名

対象者  53名
対象者  52名

出席者  35(31)名
出席者  34(30)名

出席率  58.49％
出席率  57.69％ MUP  4名 計  34名 修正率　65.54％

君主

在位

特徴

日本

ジョージ四世

1820年 1830年

気儘な芸術家肌

第11代将軍  徳川家斉 
勝海舟、西郷隆盛生ま
れる

ヴィクトリア女王

1837年 1901年

イギリス帝国繁栄

徳川第12～15代
将軍 
明治天皇即位

エドワード七世

1901年 1910年

陽気な国際派

日英同盟（1902） 
日露戦争、韓国併
合

君主

在位

特徴

日本

ジョージ五世

1910年 ‒ 1936年

平凡な一人の人

大正、昭和天皇即位、 
満州事変、五・一五事
件

エドワード八世

1936年

王冠を捨てた恋

二・二六事件

ジョージ六世

1936年 ‒ 1952年

「善良王」

昭和恐慌 
第二次世界大戦

第２８３１回　　２０１２年３月８日　　グランドホテル神奈中　　週報第２８３１号

130年間の自宅コレクションの一部を写真と共に簡単
　に解説
　銀製品　Silver
　陶磁器　Ceramics
　　　陶磁器（イギリス）
　　　陶磁器（大陸）
　　　陶磁器（オールドノリタケ）
　宝飾品　Jewellery
　　　宝飾品（ヴィクトリアン）
　　　宝飾品（エドワーディアン）
　その他　Others
　　　ガラス、その他
2アンティークとは・・・？
　　● 「現在は厳密な定義がない。」
　　● 「価値を決めるのは購入者」
　　　－Sotheby’ s “Understanding Antiques” より
3価値を満たす品質とは・・・？
　１．Good Quality 品質が良い

　２．Of Its Age 年代を反映している
　３．Good Condition 状態が良い
　４．Rare 希少性がある
　５．Attractive 魅力的
4アンティークの主な種類
　１．Silver 銀製品
　２．Ceramics 陶磁器　
　３．Jewellery 宝飾品
　４．Glass ガラス
　５．Furniture 家具
　６．Others その他
5時代背景　①

　時代背景　②

6銀製品
　Silver－銀製品の種類
　　Sterling Silver 純銀　（92.5%）= 925
　　Plated Silver 銀メッキ （価値低い）

EPNS = Electro Plated on Nickel Silver
　イギリスの銀製品の魅力
　　世界中にコレクターがいる
　　美しく価値のある工芸品が多い
　　間違いない　－　「刻印」

ビューティフルライフ・コーディネーター
本　田　真知子　様

西洋アンティーク講座

　～秘められたストーリーの数々～



＜会長報告＞

＜幹事報告＞

＜メークアップ＞

＜ゲ　　ス　　ト＞

＜ビ ジ タ ー＞

＜本日のスマイル＞

＜卓話・行事予定＞

＜市内例会変更＞

新 会 員 紹 介

通称 年代 輸出先

メープルリーフ印 1891年頃 アメリカ

マルキ印 1908年頃 イギリス

M-Nippon印 1910年頃 アメリカ

◎本日お配りしましたガバナー月信№9のP.6に、米山
奨学金終了学生歓送会の様子が載っています。当クラ
ブからは、カウンセラーの木島俊雄会員が出席しまし
た。（一部抜粋を載せます。）
　去る2月18日（土）15時より藤沢産業セ
ンターにて、2011学年度米山記念奨学金終
了学生歓送会を開催致しました。出席者とし
て、森洋ガバナーはじめ19名の3月卒業終了
奨学生、3名の9月卒業終了奨学生、継続奨
学生、世話クラブの会長、カウンセラー、大
学からの担当指導教官、賛助会員、米山学友、地区米山委員の
方々など計70数名が集まり盛大におこなわれました。
　終了証書授与式では、森ガバナーより終了奨学生一人ひとりに終
了証書と地区からの名前入り鎌倉彫の菓子皿が贈呈されました。
　続いてカウンセラー一人ひとりにも森ガバナーから感謝状が
贈呈されました。

◎国際事業プロジェクトへの協力依頼
地区より下記３つの国際奉仕事業にクラブまたは個人
単位でのご寄付をお願い。

①福島県立医大病院に対する甲状腺検査用車両の提供
総額430万円（現在、第3650地区（韓国）より78万円、
東日本復興基金100万円）　　　必要額252万円

②ＡＭＤＡ社会開発機構によるミャンマー・マイクロク

　レジット支援
　ミャンマー中部乾燥地帯の女性に対する支援。
　　　　　　　　　　　　　　　　必要額80万円
③ヤンゴンの僧院の学校にトイレの寄贈
米山学友ティン・エイ・エイコさんが支援する学校の
トイレ設置支援。　　　　　　　必要額90万円

◎ＧＳＥ来訪に伴う分担金のお願い
3/29㈭～ 4/1㈰にかけて、第4630地区（ブラジル・
パラナ州）よりＧＳＥチームが来訪します。第８グルー
プガバナー補佐より、受入れ費用の分担のお願い。会
員１人当たり￥ 1,500（クラブ会計よりまとめて支出
します。）

　　　青 山 紀美代 様
☆生年月日　1963（昭和38）年8月26日 48才
☆勤 務 先　SMBC日興証券㈱　藤沢支店
ファイナンシャルアドバイザー課（転勤が無い職種です）
元々蒲田支店で窓口業務をしておりましたが、結婚
と同時に藤沢支店に配属となりました。

☆出　　身　横浜市
生地（Ｙシャツ）の卸売をしている自営業の両親の
元に生まれ、今でも健在で東京（下丸子）で洋品店
をしています。

☆趣　　味　テニス、ゴルフ、ランニング、スキー
2/26 東京国際マラソンは初のフルマラソンで記録
はともかく完走しました。

☆好きな言葉　「継続は力なり」「光陰　矢のごとし」

　　　　　　　　　　　　　4名
杉山善弥、柏手　茂、清水　裕、大垣正勝　会員

　　　　　　　　　　　　　4名　
本田真知子様（卓話者）、岡田郁子様、
小林雅子様、加藤公子様

　　　　　　　　　1名
佐々木淳子様
（鎌倉中央ＲＣ）

　　　　　　　　　　　　　12名

　３月１５日（木）　女性防災クラブ平塚パワーズ会長
　　　　　　　　　  菅野由美子様とクラブの方々
　　　２２日（木）　松村悠美子様
　　　２９日（木）　休会（定款による）
　４月　５日（木）　城﨑陽子様
　　　１２日（木）　企業訪問　崎陽軒横浜工場見学

クラブ会報委員会　　 ◎小 野　　学　 　福 山　　駿　 　宅 野　順 彦　 　金 谷　浩 史

　　陶磁器のように壊れない
　純銀のマーク：Hallmark
　　誰が・・・ Maker’s Mark－製作者・工房
　　何を・・・ Standard Mark ‒ 純銀保証 
　　いつ・・・ Date Letter ‒ 製造（検査）年 
　　どこで・・ Town Mark ‒ 産地 
7オールドノリタケの主な裏印

本田真知子様　プロフィール
ビューティフルライフ・コーディネーター
1976年 上智大学ドイツ文学科卒業
1984年 オーストラリア・シドニーにて貴族の奥様に2年間アン
 ティーク全般について学ぶ
1990年 ドイツ文学者高橋健二氏にドイツ文学を学ぶ
1993年 ドイツ文学者平山令二氏にヨーロッパ文学を学ぶ
1996年 英国ロンドンにて大英博物館キュレーターの奥様にアン
 ティークを含め英国史・建築・絵画などについて学ぶ
2000年～ 帰国後、自宅にて英語教室を開き現在も続けている
2004年 銀座アンティークアカデミー卒業
 テーブルコーディネーター・フラワーアレンジメント・
 日本語講師の資格もとる
2010年～ 美術史家　木村泰司氏に西洋美術を学ぶ
1995年～ ロンドン在住時代より西村裕子先生に短歌を学び現在
 も続けている

平塚西 4/4（水）→3/25（日）　移動例会

カウンセラーへの感謝状

ゲストの皆様と


