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2018-2019 年度 RI 会長 バリー・ラシン

インスピレーションになろう
“BE THE INSPIRATION”

2018-2019 年度 第 2770 地区ガバナー 中川高志 

すべてはクラブ活性化のために
－実り豊かな奉仕を目指して－

〈例会日〉毎週水曜日12：30～13：30〈会場〉パレスホテル大宮

 明日を語ろう
Talk About the Future

Theme of  2018-2019

今年度のクラブテーマ

　皆様こんにちは。お客様ようこそいらっしゃい
ました。お客様のご紹介からします。大宮西ロー
タリークラブの藤

ふじしま
嶋剛

たけ し
史様　押野一郎様、JCB

斎藤とも子様です。西RCのお二人には後ほど
ご挨拶をお願い致します。
　先週の例会終了後、大宮区役所新庁舎に三
浦幹事、小坂さん、兼杉さんと一緒に行ってま
いりました。（週報に写真がありますのでご覧く
ださい。）大宮ロータリークラブから時計を寄贈
しましたので感謝状をいただきました。事前の
打ち合わせの時、設置場所、時計のデザイン、
ロータリーのプレート等すべて建設会社のデザイ
ナーが決めるということでお願いをしてきました。
正面玄関を入った所に設置してくれています。
　さて、本日は先週の武蔵野銀行の太田英成
支店長の話の中に出た「狛犬」の話をしてみた
いと思います。銀行が大宮の氷川様にコマ犬
を寄進したという話です。
　「狛犬」という言葉を「広辞苑」で引くと２つ
の意味が出てきます。⑴神社の社頭や社殿の
前に据え置かれている一対の獅子に似た獣の
像　⑵摩よけのためといい昔は宮中の門

も ん ぴ
扉、

几
きちょう
帳、屏

びょうぶ
風などの動揺するのをとめるために用

いた　と書いてありました。
　ひとつ目はわかりますが、２つ目は「何

なに
」と思

いました。藤倉郁子さんの「狛犬」という本に
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2018-2019年度
大宮ロータリークラブ副会長

浅野 仁

書いてありました。昔、貴族は寝
しんでんづくり
殿造という様

式の家に住んでいました。寝殿造という建築様
式は貴族の住宅の様式で十世紀の中頃に完成
したものといわれています。最初の頃は中国の
住宅様式である四

しごういん
合院にその祖形が見られる。

日本化はされたが、段 と々改良されていったとさ
れます。
　寝殿造にはそれに付随するたくさんの調度類、
また庭園なども重要な要素となっています。例
えば桜と橘（昔は桜ではなく梅）の配置など、
左右を違ったものの一対として考える考え方。
獅子と狛犬を形も色彩りも違えて一対とする考
え方もここから生まれたのではないかとしていま
す。
　藤倉さんの本には狛犬そのものが風鎮の役
割をしたとは思わない。しかし寝殿造の中は空
間が広く、間仕切として几

きちょう
帳、簾

すだれ
、屏
びょうぶ
風、衝立、

幕などを用いた。それを止めるにはたくさんの
鎮
ちん し
子（おもりのこと）が必要であった。鎮子の

中には獅子形、牛形、兎形、一角獣（鎮
ちんいすい
帷犀）

の形をしたものもあった。
　平安末期になると獅子、狛家が宮中のみでな
く一般貴族の家に入り込んでいったのは藤原道
長が先駆者だと言っています。藤原兼家の四
男だった道長の娘彰

しょうし
子が一条天皇の皇后とさ

れた時、道長は自分の家を御所と同じ体裁を整

え、調度なども宮中にならったといいます。この
うようにして宮中の文化様式が貴族の住まい方
に広まっていったと思われます。
　『貴族が寄進したものは社殿の中にあって中
には国宝級のものも残っているそうです。一般
の人、地域の有力な人たちが寄進したものは社
殿の外に設置されて素材も木から石、ブロンズ、
鉄、陶器等様々なものがつかわれ形もだんだん
大きくなっていったそうです。地

ちいき
域を見れば、有

力な人たちがたくさんいるところは狛犬も多くい
るそうです。』
　この部分は浦和にある「狛犬事務局」の人か
ら話を聞きました。正式には日本参道狛犬研究
会というそうです。資料とか例会報告などをい
ただきました。武蔵野銀行が寄進した狛犬は狛
研の会員の間では計画段階からかなり話題に
なっていたそうです。
　今年に入ってからは次年度に向けてのプログ
ラムが始まっています。残すところあと１ヵ月、
小川副会長、三浦幹事、クラブ管理運営担当
理事の小坂さんとともにやってきましたが、皆様
にこうやって挨拶できるのもだんだん時間がとれ
なくなってきています。そんななか今日は幹事が
時間をつくってくれました。残り１ヵ月もやり切り
たいと思っていますのでよろしくお願い致します。
　以上です。ありがとうございました。

会長エレクト  櫻井  義久

　前々回の例会では、中川
次年度クラブ研修リーダー
の指導の下、クラブの長
所・短所､ 地域に存在す
る機会・課題､ クラブが
目指す３～５年後の未来
像､ を議論して頂きました。
その議論を参考に、クラブ
戦略計画を考えさせていただきました。これは
今後3年から５年の間の当クラブの活動方針を
決めることとなる重要なものとなります。
　まず初めにクラブのビジョンですが、「大宮
ロータリークラブは、地域社会や世界中の子
供たち､ 青少年の支援に最も力を入れる奉仕
団体となることを目指します。」､ とさせていた
だきたいと思います。いかがでしょうか。大宮
ロータリークラブが行っているプログラムの多く
は、子供たちや青少年に目を向けたものである
ことから、このようなビジョンを提案させていた
だきました。
　次に、国際ロータリーの戦略的優先事項に
基づき、大宮ロータリークラブの戦略計画を決
めさせていただきたいと思います。
　ＲＩの戦略的優先事項１．「よりインパクトを
もたらす」については、

①�ポリオ撲滅活動を積極的に展開し、ポリオ撲
滅後もそのノウハウなど生かせるようにする。

②�子供たちに焦点を当てたプログラムを充実さ
せる。

③グローバルな奉仕活動を検討し､実施する。
④�全会員の積極的な参加・協力強化でその
活動成果が上るようにする。

　ＲＩの戦略的優先事項２．「参加者の基盤を
広げる」については、
⑤�会員数の増加、特に女性会員、若い会員の
増加を目指す。

⑥�ホームページ、フェイスブック等を効果的に
活用する。

⑦�ローターアクトとの連携を強化し、インターア
クトを検討する。
⑧�ポリオ撲滅活動でアピール力を高め、ロータ
リーに賛同する方を増やす。
　ＲＩの戦略的優先事項３．「参加者の積極的
なかかわりをうながす」については、
⑨�例会のあり方について再検討する。
⑩�家族、特に子供たちの積極的な参加を促す。�
⑪委員会を積極的に開催する。
⑫�親睦プログラムを充実させ、奉仕と親睦が
一体となることにより、積極的な参加につな
がるようにする。

⑬�定期的に研修会を開催し、千日会を研修の
場に利用することも考える。

　ＲＩの戦略的優先事項４．「適応力を高める」

⑭�出席率高めることによって、会員の意識を高
める。

⑮�理事会や委員会の在り方を検討し、活発な
議論ができる環境を作り出す。

⑯財政基盤をしっかりする。
　以上を大宮ロータリークラブの戦略計画とし
て年度計画書に記載させていただきたいと思
いますが、いかがでしょうか。
　次に次年度の具体的な計画等を述べさせて
いただきたいと思います。７月第２週にはガバ
ナー公式訪問があります。８月は第１週に､ 赤
城乳業のガリガリ君の工場見学を行い、その
帰りにトレントンのフェアウェルパーティを開催
します。10月24日の世界ポリオデーに一番近
い､ 10月12日の大宮アルディージャのホーム
ゲームにおいて、参加者全員がポリオ撲滅のＴ
シャツを着て応援し、ハーフタイムには、グラン
ド内をポリオ撲滅の横断幕を掲げ全員で行進を
する計画を立てています。また10月24日の世
界ポリオデーの当日は、第３グループ全体での
ポリオ撲滅チャリティボウリング大会を計画中で
す。11月は久しぶりにボジョレー解禁日に夜間
例会をしたい、と思っています。12月のクリス
マス例会は、パレスホテル大宮で行います。２
年連続東京で盛大に行われましたが、期待を
裏切らない企画を考えております。１月の職業
月間では工場見学などを検討したいと思います。
３月の米山月間では米山梅吉記念館での移動

例会を企画しています。エコボールは例年通り
３月から５月のどこかで行う予定です。会員旅
行は、５月か６月に懇親会からでも駆け付けられ
る近場で検討中です。次年度の大まかな計画
は以上のとおりです。
　３年前の規定審議会により、ロータリーの定
款が変更となり、休会とできる日数が大幅に増
えました。その規定を少し適用させていただき、
次年度は例会40回とさせていただく予定です。
月平均１回休会となる計算です。その分次年
度は委員会を活発に開催する予定ですので、
毎週例会があるつもりで、積極的に委員会に
出席して頂きたいと思います。
　次年度のテーマは「ロータリーは世界をつな
ぐ」です。しかし世界をつなぐ前には我 ロ々ー
タリアンがしっかりとつながっていなければなり
ません。次年度は親睦を重視したプログラムを
積極的に考えています。また委員会の後には
必ず懇親会を開催します。親睦プログラムや
委員会・懇親会に積極的に参加し､ロータリー
に入らなければ出会うことの無かった多くの人
たちと親交を深め、つながりを強固なものにし
て頂きたいと思います。
　次年度は「出逢いに感謝。つながりは出会
いから」を合言葉に１年間頑張っていきたいと
思います。どうぞよろしくお願いいたします。

戦略計画発表



Omiya Rotary Club Weekly Report 2019 年 5 月 22 日（水曜日）No.3134

本日はよろしくお願いいたします。
〈藤嶋剛史・櫻井義久〉

本日メーキャップで参りました。例会
運営の参考になりました。
〈押野一郎〉

お客様ようこそいらっしゃいました。
〈浅野　仁・遠藤省吾・関口　茂・森　正志〉

ＪＴＢ斉藤様、お久しぶりです。
〈本多　隆〉

大宮西ロータリークラブ藤嶋様、押
野様、大宮ロータリークラブへよう
こそ。
〈田中康之〉

櫻井さん卓話ありがとうございます。
次年度がんばってください！
〈中川高志・浅野　仁・岩瀬雄一・江本尚浩・
進藤博司・齋藤守毅・山本和保・渡辺勝美・
𡈽井信也〉

櫻井会長エレクト、本日は戦略計画
発表ありがとうございます。
〈飯野耕司〉

櫻井会長エレクト、次年度戦略計画
期待しています。
〈小坂良二・辻本恵太〉

櫻井エレクト卓話ありがとうござい
ます。年度計画の事業計画に入れさ
せて頂きます。
〈三浦　守〉

ロータリー手帳いただきました。あ
りがとうございます。又一年使わせ
ていただきます。
〈三浦　守・大瀧榮壽・浅野　仁・飯野耕司・
櫻井義久・進藤博司・矢崎直良〉

小林さん司会ありがとうございます。
〈浅野　仁・飯野耕司・栗岡宏治・祝原英隆・
青野壽文〉

本日司会をさせていただきます。
〈小林憲樹〉

ガバナーナイトに行く会員の皆様
楽しんでください。
〈浅野　仁〉

大宮アルディージャのチケットをい
ただきましてありがとうございまし
た。優勝するようガンバレ。
〈荒井　渉〉

大宮ローターアクトクラブが、５／１９
に大宮フリーマーケットに出店しま
した。ご協力いただいた皆様、感謝
申し上げます。
〈田中康之〉

アルディージャのチケット頂きました。
声を限りに応援して参ります。
〈福島謙二〉

６／２５今年度最後の千日会を予定し
ております。皆様是非ご参加くださ
い。
〈小川武士〉

今朝、迷い人が会社に！ お茶を出し
て無事保護できました。認知症はこ
れからの対策必要ですね。
〈兼杉文子〉

７／２７アルディージャのチケットをい
ただきました。森さん、皆様ありがと
うございます。
〈関野泰樹〉

当　　　日 例　　　会（ No. ） 会員数（出席者算定者数） 出席者数（出席率）

前　々　回 例　　　会（ No. ） メークアップ 修正出席率
5月 22日 第 3134 例会 78 名（71名） 36 名（50.70%）

5月 8 日 第 3132 例会 9 名 77.78%

ご協力ありがとうございました。

5月22日の合計金額 44,000円
（ 5月22日までの累計金額1,928,000円 ）

ニコニコボックスのご報告

 次回例会案内
※2019年6月19日（水）は振替の為、休会です
中川高志ガバナー年度　打ち上げ夜間例会
2019年6月22日（土）パレスホテル大宮　４Ｆ ローズルーム
17:00 集合 開会点鐘／17:20 閉会点鐘／17:20~17:40 集合写真撮影（ブルーネク
タイ、ピンバッジ着用）／17:40 懇親会開会／19:30 懇親会閉会

幹事報告［三浦幹事］ 委員会報告［田中会員］ 委員会報告［小川会員］ ＭＣ［小林会員］

ハンブルグ 国際大会

RI第2770地区 ガバナーナイト

お客様ご紹介
［大宮西ロータリークラブSSA藤嶋剛史様］

お客様ご紹介
［大宮西ロータリークラブ副SSA押野一郎様］

2019年６月１日～５日

2019年６月１日


