
　皆さんこんにちは。東京白金ロータリー
クラブからまいりました小倉です。我々の
会は３０人しかいませんが、その中でも選
りすぐりの８名を連れてきましたので、是
非一緒にお願いします。
　今日は桂離宮の話をするんですが、真面
目に建築家として話をしようと思っていま
す。桂離宮は京都にあるんですが、ご覧になった方おられ
ますか？なかなか申込が大変で、行ってみると一時間しか
滞在できなくて、どんどん前と後ろを制約されて歩いてく
るだけで庭しか見てないような感じなんですけど。今日は
その桂離宮の謎を解説していきたいと思います。必ずしも
日本の家屋、日本の建物という見方ではなく違う見方をし
てみたいと思います。

　まず、今日紙の模型を持ってきました。屋根を取ること
ができますので、ちょっとめくって中を見たりしてくださ
い。これは御殿といわれるメインの住まいの方の模型です。
実際はここに大きな庭があって水があってそこに船をくぐ
らせて月を見るというそんな優雅な建物なんですが、その
一部です。建物は３階建に見えるのですが、実は一階建て
です。この辺は水の湿地ですので桂川が氾濫したりするの
で、下は棟上げしているところです。（模型で説明）

　京都駅から西に約５キロくらいの桂川沿いに桂離宮はあ
ります。桂川の水をうまく利用した庭園になっています。
これを建設・設計したのは今の説では智仁親王と智忠親王
という天皇になれなかった皇族 2 人の親子で、４７年もか
けてだんだん増築していき、とてもきれいなバランスの建
築になりました。後水尾天皇がいらっしゃるのですが、彼
を呼びたくて智忠親王は最後の大きな新御殿を造ったので
すが、彼は１６６２年４４才で亡くなってしまいました。
後水尾天皇が来たのは次の年。彼はせっかく造ったのに見
せてあげることが出来なかったのです。
　私は建築をやりながら書もやっております。ジャズギター
も弾けまして、スイング・オブ・ロータリーという名前で
２７５０地区のジャズの同好会を作っております。
　今日はこれから相原さんと川越ツアーをしてまいります。
どうもありがとうございました。

〈ビジター・お客様紹介〉
• RI 第２７５０地区京浜グループ　
　ガバナー補佐　小倉 薫雄 様
　幹事　海老根 真由美 様
• 東京白金ロータリークラブ
　会長　畑中 義雄 様
　パスト会長　須藤 裕子 様
　会長エレクト　花田 ちえ子 様
　会員 小野 健人 様／会員 後藤 渉 様／会員 後藤 入耶 様
• 武蔵てらこや　関谷 匠 様

〈卓話講師紹介〉
• RI 第２７５０地区京浜グループ　
　ガバナー補佐　小倉 薫雄 様

〈白金ロータリークラブとのバナー交換〉
東京白金ロータリークラブ会長 畑中 義雄 様

　皆様こんにちは。東京白金ロータリーク
ラブの畑中です。本日はクラブから８名と、
夜にもう１名来るので合計９人でお伺いし
ています。我々のクラブはシェラトン都ホ
テル東京で毎週月曜日に例会を行っていま
す。本日は皆さんのボックスに去年の１１
月１日、当クラブで相原パストガバナーに
卓話をしていただいた時の週報を入れさせていただきまし
たので、後ほど見ていただけたらと思います。卓話は「ガ
バナーを経験して感じたこと」という話でした。非常に楽
しい話で、前半の６・７割くらいは学生時代の暴れん坊な
話でした。今日卓話をさせていただく当クラブの小倉ガバ
ナー補佐と中学・高校と同級生だったということで、学生
時代に戻って話をしていただいたんじゃないかなと思いま
す。今日はあのお返しという訳ではないのですが、当クラ
ブの小倉会員も結構暴れん坊なんですけど、真面目な話を
させていただくと思いますので、よろしくお願いします。
　あと、皆さんにささやかなお土産を持ってきております。
ELLE café（エルカフェ）という当クラブの後藤会員のお
店のお菓子です。是非召し上がってください。本日はあり
がとうございます。

• 次週５月３日（火）は祝日になりますの
で休会となります。

• ５月よりクールビズになりますので、
ジャケット着用の上ネクタイは不要です。

• 連休中の事務局は５月２日、6 日午後は
お休みとなりますので、緊急の連絡がある
場合は吉澤までご一報ください。
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〈会長あいさつ〉
　畑中会長ありがとうございました。また、当クラブ会員
には多大なるお心遣いありがとうございました。

【臨時理事会報告】
• 細則変更について
細則の第１４条に伴い、５月１０日に臨時総会を開催する

　今年の４月１０日～１４日まで開催されました規定審議
会についてお話しさせていただきます。この件につきまし
ては７０周年の当クラブの式典の際に記念公演としてお招
きしました、刀根 荘兵衛氏よりコメントが届きましたので
お話しさせていただきます。
　まず今回の規定審議会で制定案出されたものは全件で 94
件、事前撤回が６件、事前審査で採択されたのが３件、こ
れを省きますと審議されたのは 85 件とされております。
今回の規定審議会で採択されたのは 85 件中 29 件という
ことです。そのうち RI 理事会提案が 11 件、世界のクラブ
や地区から採択されたのはわずか 18 件ということです。
この中には前年度相原ガバナー年度に 2570 地区から出さ
れた制定案が２件入っております。今年度は高柳パストガ
バナーが審議会に出席しております。バーチャルだったそ
うですが、結果は２件とも採択されておりません。拒否と
いう形になっております。いずれにしましても刀根 荘兵衛
氏の見解によりますと、日本のロータリーと RI との考え方
には非常に大きなギャップが出てきておるということを述
べております。
　内容につきましては、いろんな採択された案があろうか
と思いますが、今 SRF とか審議されている中でまた大きく
変化が起きるであろうということが想定されます。本日臨
時理事会のあとに戦略計画委員会を若干の時間行いました
が、当クラブの未来に向かっての戦略計画を練って審議会
で変わる内容をよく熟知して、今後の当クラブの行く末を
決定していきたいと考えておりますので、皆様方もご承知
の程よろしくお願いいたします。

●京浜グループガバナー補佐小倉 薫雄様、
本日の卓話楽しみにしております。京浜グ
ループ幹事海老根 真由美様例会にようこ
そ。楽しんでいって下さい。＜会長／幹事＞
　●東京白金ロータリークラブ会長畑中 義
雄様、パスト会長須藤 裕子様、会長エレク
ト花田 ちえ子様、川越ロータリークラブにようこそ。楽し
んでいって下さい。＜会長／幹事＞　●東京白金ロータリー
クラブ小野 健人様、後藤 渉様、後藤 入耶様、川越ロータリー
クラブの例会にようこそ。楽しんでいって下さい。＜会長／
幹事＞　●武蔵てらこやの関谷様楽しんでいって下さい。＜
会長／幹事＞　●本日は例会におじゃまします。また相原
パストガバナーにお世話になり川越ツアーにも参加させて
いただきます。＜東京白金 RC 一同＞　●本日は急遽出席出
来なくなりました。＜東京白金 RC 村上博子＞　●小倉君本
日の卓話どうぞよろしくお願いします！！＜相原＞　●東
京白金 RC の皆様ようこそ川越ロータリークラブへ、お土
産ありがとうございます。＜片山／佐藤（道）／青柳／水村
／𠮷﨑／西川／相原／小谷野／八木／木澤／今泉（清）／
山田（哲）／山口（裕）／和田／柏倉／小杉／山田（和）
／坂口／島村／齊藤（智）／野溝／小川／塩野／石井／馬
場（常）／山﨑／金剛＞　●童話作家の打木 村治を勉強す
る会、大地の園の会で昔話をさせて頂きました。ありがと
うございます。＜西澤＞　●西澤さん、小江戸大地の園の会
発表大変有意義でした。ありがとうございました。＜水村／
岩堀＞　●寺子屋アドバイザー関谷さんようこそ川越 RC
へおいでいただきました。＜岩堀／八木／木澤／山田（哲）
／坂口／野溝／小城／小川／鈴木（壮）／石井（成）／金
剛／水村＞　●誕生日の御祝ありがとうございました。＜石
﨑＞　●結婚祝のワイン、普段は飲まない女房が喜んで飲
みました。ロータリーのマジックかな！！ありがとうござ
いました。＜水村＞ （敬称略）　                  【合計91,000円】

　地区研修協議会が５月７日（土）１３時
３０分から１６時３０分まで、ウェスタ川
越にて開催されます。今回はハイブリット
方式ということでズーム開催になります。
是非ご参加いただけますよう、よろしくお
願いいたします。

• 皆様のところに回覧しておりますが、埼玉のユネスコ協
会よりネパールの里親支援の依頼が届いております。関心
のある方は印を付けていただければと思います。

• 配布物：先週の会報／本日卓話で使用する資料／東京白
金ロータリークラブの週報
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