
 
  
  
 
     
 
 
 
 
 

新潟 RC 12 月第 1 例会 (2022.12.6) （Zoom 例会併催） №３４３９ 

 

(1) 「君が代」 

ロータリーソング「奉仕の理想」ピアノ演奏 

(2) 石川 治壱会長挨拶 

本日は桂離宮のお話をさせていただきたいと思います。 

桂離宮は素晴らしい評価を得ている庭園です、この庭園

のすばらしさは皆様にご説明が要らないほど有名で、海外

からもたくさんの拝観者が来られる人気の観光スポットと言

えるでしょう。 

何回かに分けて桂離宮を紹介していきたいと思いますが

今回はその成り立ちや、立地などに焦点を当ててご紹介を

進めたいと思います。 

まさに日本の宝日本庭園の最高峰の庭ともいえる桂離宮

ですが、桂離宮のある桂の地は、古くから貴族の別荘地と

して存在し、平安時代には藤原道長の別荘である桂殿が

営まれていたとのことです。 

現在桂離宮は最古の回遊式庭園として知られ、庭園と建

物が一体となって、日本的な美を形成していますが。 

その成り立ちは、八条宮家初代の智仁親王により 1579 年 

- 1629 年によって基礎が築かれました。 

智仁親王は初め豊臣秀吉の猶子（ゆうし）となったが、秀吉

に実子が生まれたため、八条宮家（桂宮家）を創設したも

のであり、豊臣家とのつながりも感じられる遺構が残ってい

ます。 

八条宮家はその後 290 年続き、1881 年まで続きましたが、

途絶えてしまいました、それに伴い桂離宮はここまで八条

宮家の所有の物でしたが当時の宮内省現在の宮内庁の

管轄下に置かれています。 

桂離宮の書院は「古書院」「中書院」「新御殿」の 3 つの部

分に分かれ、このうち古書院の建設は 1615 年頃と推定さ

れています。第二期工事ともいえる、書院、茶屋、庭園など

の造営は、八条宮家 2 代の智忠親王（1619 年 - 1662 年）

に引き継がれ、数十年間をかけて整備されました。 

昭和 8 年（1933 年）に来日したドイツの建築家ブルーノ・タ

ウトは桂離宮の簡素な美を絶賛し、その知名度を国際的に

高めたと言われています。 

場所は京都市〒615-8014 京都府京都市西京区桂御園と

言う住所で番地はありません。京都駅の西約 5 キロの桂川

を渡ったところにあります。 

桂離宮の南東には桂川が流れています。桂川はかつては

水害を何度も引き起こしてきているそうです。 

この地は風流な観月の名所としても知られていました、桂

離宮の近くの西京区松室には月読神社があり、桂の地名

も中国に伝わる月に生える木の伝説がある「月桂」から来

ているといいます。 

こうした地にある桂離宮には、観月のための装置という意

味合いがあります。それとともに、池での舟遊び、庭に点在

する茶屋を用いての茶会、酒宴など、さまざまな遊興や行

事の場としての機能があり、単なる鑑賞のための庭ではあ

りませんでした。 

この桂離宮で一番古くに建てられた古書院に月を観賞す

るために，二の間の正面，広縁から池に突き出すように月

見台があります。かつては板張りであったのですが現在竹

の簀子で作られています。また古書院の隣にある月波楼も

月見のための建築ともいえると思います。 

当時の貴族は高く上を見上げることは、はしたないと思わ

れていて、この月見台も月波楼も少し高い位置から池に映

る月を眺めるまた庭の木々の先から登る月をめでるために

考えられた場所ともいえると思います。 

古書院の月見台の方角は南東に 29 度となっております、

これは桂離宮が造営された年の１615 年には南東 29 度が

中秋節の夜の月の出の方位とほぼ同じだったそうです。 

この古い時代の桂離宮の図を見ても古書院はまだ建築さ

れていませんが、そこに建造された建物の向きは現在の

古書院の月見台の向きと一致しておりその当時から月をめ

でるためにこの地に建物を建造していることがわかります。 

また 1624 年（桂宮が完成した年）の中秋節の夜、初代の智

仁親王は当時の著名な貴族を招いて桂宮で宴会を催しま

した。その時の月はまた少し角度が違っていたとのこと 

です。その時の月の動きを表したのがこの図です。 

またこの図から想像される 1624 年の中秋の名月（十五夜）

の月の位置を月見台から見た時の図がこちらです。 

9月の夜、暗い庭の中対岸の松琴亭や灯篭の明かりしかな

い庭から出てくる月はさぞ見事であったと想像されます。

いろいろな資料から想像するのも楽しいものだと思った次

第です。 

この続きは次週の会長挨拶にてご紹介したいと思います 

 2022-23 年度 
国際ロータリー会長 
ジニファー・ジョンズ 
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(3) ビジターの紹介 

・木村廉平君（新潟万代 RC） 

(4) 米山奨学生テイ・ケンビンさんへ奨学金贈呈挨拶 

(5) １００％出席バッチ贈呈 

 

 

 

(6) 誕生日お祝い贈呈(９名) 

(7) 結婚記念日お祝いの紹介(６名) 

(8) 委員会報告 

・宮島多佳子社会奉仕委員長より NHK歳末助け合い募金

のお願い 

・東海幸一職業奉仕委員長報告 

2022年 11月 29日開催 職場訪問報告  

「県央基幹病院現場見学，スノーピーク施設見学」 

職場訪問 2022 年 11 月 29 日（火）例会終了後 13:40～ 

訪問先 1)県央基幹病院建設所（清水・新発田・栗田 JV） 

      2)スノーピーク Headquarters/FIELD SUITE SPA 

懇親会  燕三条イタリアン Bit 燕三条本店 

参加者  25 名 

コロナ禍の影響で開催を見合わせていた職場訪問ですが、

４年ぶりの開催となりました。例会終了後、バスにて三条方

面に移動。１件目は県央基幹病院の現場視察です。現場

到着時には小雨が降っていましたが、建設現場の方に傘

を持って出迎えて頂き、ヘルメットを着用して現場内に入

場しました。新潟県内最大規模の建築現場で、工事の進

捗度は60％程度、約300人が作業していました。躯体工事

中の現場を見学する機会は珍しく、現場監督の方の丁寧

な説明に興味深く耳を傾けていました。また、資材を夜間

に自動搬送するシステムや、ICT を活用したリモート管理

など、生産性向上の取り組みが紹介されました。次にバス

にて三条下田方面に移動。２件目はスノーピーク本社の施

設見学です。まずは本社内に設けられたミュージアム見学。

スノーピークの製品開発のヒストリーを体感し、山井太社長

との質問タイムへ。永久保証を約束する道具へのこだわり、

社員全員がキャンパーであり、キャンプの力を世界に発信

しつづけること、など、静かな口調ですが、熱く語って頂き

ました。その後、今年４月にオープンした温浴施設の天然

温泉とサウナに入り、懇親会へ。会場は、燕三条イタリアン

Bit 燕三条本店。山井太社長にも参加頂き、地元の食材を

燕三条のカトラリーで頂きながら、とても楽しい懇親会にな

りました。 

 

 

 

・坂井親睦委員長より野鴨を食べる会ご案内 

本日午後５時にイタリア軒をバスにて出発し「長吉」

にて６時開始です。 

(9) ニコニコボックス紹介（関川 博信委員長） 

・本間  彊君 先日、母の葬儀の折にクラブより  

ご芳志を頂戴しました。誠に有難く御礼を申し上げま

す。 

・得永 哲史君 ロータリーの友に「料理をすること」

がパワーフード の記事に写真が載っていました。

無断使用かな？ 

・吉田 和弘君 今月のロータリーの友に料理研究会

の様子を紹介しました。写真の無断使用失礼いたし

ました。 

(10) 幹事報告（高野 潤幹事） 

・ロータリーレートが１２月より１ドル１３８円に変更にな

りました。 

・NHK 歳末助け合い募金 46,400 円の御協力を頂き

ました。川瀬直也 NHK 新潟放送局局長へ託します

ので、よろしくお願い致します。 

      会長より、川瀬直也NHK 新潟放送局局長へ贈呈 

      川瀬局長御挨拶 

 

(11) １２月６日の例会参加率 

 

 

 

 

Zoom参加 １３名 

 

 

１２月１３日の例会予定 

卓話  

三条市立大学の未来志向の学び 

“Education for the Future” 

三条市立大学 アハメド  シャハリアル学長 

 

 

新潟ロータリークラブホームページアドレス 

http://www.niigatarc.jp/ 

高野  潤君 １年 若槻 良宏君 4年 

坂井 賢一君 9年   

会員数 算定対象者 出席者 参加率 

９０ ８８ ６９ ７８．４１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 次 総 会 開 催 

１）総会の成立 

・石川 治壱議長（会長）＝クラブ定款第７条第２節、ク

ラブ細則第１条に基づき年次総会を開催いたします。 

・高野 潤幹事＝会員数 ９０名のところ ５６ 名の出

席です。クラブ細則第５条第４節により過半数の出席が

あり、定足数は充足されており総会は成立しました。 

２）議案説明 

・石川 治壱議長（会長） 

  議案第１号「次々年度(2024～ 2025 年度) 会長

（次年度会長ｴﾚｸﾄ) の選出」 

  議案第２号「次年度役員、理事の選出」 

  議案第３号「次年度監査役の選出」 

  議案第４号「次年度会長の確認」 

 以上４議案です。 

３）議案第１号「次々年度会長（2024～2025 年度) ＝

次年度会長エレクトの選出」 

・石川 治壱議長＝議案第１号「次々年度会長（2024

～2025 年度) ＝次年度会長エレクトの選出」を行いま

す。 クラブ細則、指名委員会内規により、指名委員会

を設置、指名委員会を開催いたしました。 その結果を

指名委員長より報告をお願いいたします。 

・指名委員会（髙橋 秀樹  委員長）＝指名委員会で

は「2024-2025 年度会長候補」に吉田 和弘君が全員

一致で指名（推薦）されました。ここで吉田 和弘君の

「ロータリー歴」を紹介いたします。 

 

「吉田 和弘君のロータリー略歴」 

入会 2012 年 3 月 6 日 

 

新潟ＲＣ 

２０１３～１４年 広報・会報・雑誌副委員長 

２０１４～１５年 ライラ委員長 

２０１５～１６年 役員・幹事 

２０１６～１７年 役員・会計 

２０１７～１８年 ＲＡ委員長 

２０１８～１９年 プログラム委員長 

２０１９～２０年 役員・Ｓ．Ａ．Ａ． 

２０２０～２１年 青少年交換委員長 

２０２１～２２年 社会奉仕委員長 

２０２２～２３年 RA委員長 

地区役員 

２０１５～１６年 ライラ委員 

２０１６～１７年 ライラ委員長 

２０２２～２３年 副幹事（社会奉仕）地区大会記念  ゴ

ルフ大会副実行委員長 

・石川 治壱議長＝みなさまの「全員の拍手」でご 承

認をお願いいたします。 

～拍手～ 

ありがとうございました。２０２４～２５年度（次々年度）の

会長は、吉田 和弘君に決定しました。  

４）次次年度会長挨拶 

12 月 6 日 理事会報告 出席者 10 名 
 
１ 年次総会について 
クラブ定款第７条第２節、クラブ細則第１条に基づき、本

日の例会にて年次総会を開催することを確認した。 
２ 職業奉仕委員会主催講演会について 

２０２３年２月２３日 
講師 リハビリテーションクリニック  
リハブ土田 土田昌一院長 
会場 イタリア軒 

ｇ桒原理事より概要説明、以下の通り承認された。 
治療のデモンストレーションを土田院長が当日、行ってく

ださる予定、詳細については、今後打ち合わせにて決定 
会員のご家族や、他ロータリークラブにも案内し、多くの

方にご参加頂けるよう準備をするとの報告があった。 
告知方法については、要検討 
２ １２月のプログラム 
１２月  ６日 年次総会開催 

（夕方 18：00～ 鴨の会 於 長吉） 
１２月１３日  卓話  三条市立大学長三条市立大学 

アハメド シャハリアル学長 
１２月２０日 動画による新潟明訓高校 

インターアクトクラブ活動報告 
１２月２７日 規定休会 
３ その他 
石川会長より 
・地区大会収支の件 
現在、精査をしている状況で、改めて理事会にて報告 
尚、地区大会の報告書を作成の方向で調整中、１月中には

完成するように進めている旨報告があった。 
・例会のスタイルの件 
新型コロナウイルス感染症の第８波で、県内の感染者も高

止まりしている状況である為、現在のハイブリッド形式、

スクール形式での開催を１月も継続することで承認され

た。 
尚、２月に関しては、改めて、１月の理事会にて検討 
・インターアクト献血、ロータリー保育園訪問の件 
１２月１８日、万代シティーにてインターアクトの献血活

動、 ２３日は、ロータリー保育園を訪問予定です 
可能な方は、参加をお願いします 
佐藤理事より 
・地区のインターアクトの台湾研修が正式に中止となりま

した。 
石橋直前会長より 
・１２月７日に青陵短期大学の２０名程度のゼミにて出前

授業を実施致します。 
  
         
 
 
 



・石川 治壱議長＝それでは吉田 和弘君にご挨拶を

お願い致します。 

・ 吉田 和弘君あいさつ 

2024－2025 年度の会長として、皆様方から承認をい

ただきました、吉田でございます。先ほど紹介いただ

いた自分のロータリー歴を聞いていますと、入会して

もう 10 年が経過したのかと、時の流れに驚くばかりで

す。そして、10 年もお世話になりながら、大してお役

に立てていないことに、愕然としています。 

今回、指名委員長である高橋秀樹ガバナーから会長

推挙の話を伺ったとき、責務の重さ、仕事や家庭など

の環境を考えて、一度はお断りしようと考えました。 

しかし、重要な役目であるからこそ、貴重な経験を得

られること、何より新潟ロータリークラブに少しでも恩

返しができる機会になりうると考えを改め、お引き受け

するに至りました。 

何の知識も経験もない人間ですが、会長になるまで

の期間、そして 2024 年からの任期、会員の皆様、事

務局の皆様のお力を借りて、自分を成長させ、皆で楽

しめるロータリークラブを目指したいと思います。何卒

宜しくお願いいたします。 

５）議案第２号「次年度の理事・役員の選出」 

・石川 治壱議長＝次に議案第２号「次年度役員・理

事選出」についてであります。「指名委員会」のご報告

をお願いいたします。 

・指名委員会（髙橋 秀樹委員長)=指名委員会では

「役員候補７名、理事候補者７名」を全員一致で 指名

（推薦）致しました。＝別表 

・石川 治壱議長＝ただいま髙橋 秀樹指名委員長よ

り発表された「役員・理事候補者」についてみなさまの

「全員の拍手」でご承認をお願いいたします。 

～拍手～ 

６）次年度の役員、理事「当選」の宣言 

・石川 治壱議長＝ありがとうございました。 

以上をもって次年度の役員、理事の「当選」を宣言い

たします。 

７）次に議案第３号「次年度監査役の選出」であります。

細則第１条により次年度監査役に敦井 栄一君、細野 

義彦君を指名させて頂きます。ご質問等ございません

でしょうか。なければ全員の拍手でご承認を頂きたいと

思います。 

～拍手～  承認   ありがとうございました。 

８）議案第４号「次年度会長の確認」 

・石川 治壱議長＝議案第４号「次年度会長の確認」

です。 

クラブ細則により、内山 博之君を次年度の会長とし

て昨年の年次総会においてご承認をいただきました。

改めて確認させていただきます。 

それでは次年度会長 内山 博之君にご挨拶をお願い

いたします。 

 

 

９）次年度会長（会長エレクト）あいさつ 

・内山 博之会長エレクトあいさつ 

皆さんこんにちは。ただいま新潟ロータリークラブ会

長エレクトとしてご承認・ご確認をいただきました内山

博之です。まずは、いまほどご承認いただきました次

年度役員・理事の皆様、様々なご事情のある中、快く

その役をお引き受けくださりこの場をお借りして改め

て感謝申し上げます。有難うございます。ちょうど一年

前の総会にてご挨拶させていただきあっという間にこ

の時期となりました。新たな年を迎えるにあたり、日増

しに会長エレクトとしての重責にプレッシャーを感じて

おりますが、この経験が私にとって成長の機会ととら

え頑張って参ります。 

残り半年と少しとなりましたが、しっかりとロータリーに

ついて学び、ロータリアンとしてそして新潟ロータリー

クラブの会長として恥ずかしくないようしっかりと準備し

て参ります。年があけますと、委員長についてお願い

する方が何名がいらっしゃるわけですが、ぜひとも「は

い」と「YES」と「喜んで」そして「待ってました」と言って

いただけると助かります。最後になりますが、何方にと

っても、毎週の例会を心待ちにしていただけるような

居心地の良い楽しいクラブ運営を目指して参りますの

で、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。本日

は有難うございました。 

10）閉会  以上で年次総会を終ります。 
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