
◆点鐘 黒澤 明男 会長

◆SAA 清水 良英 委員

◆ｿﾝｸﾞ それでこそロータリー

◆ｹﾞｽﾄ 山浦 基恵子 様
（イラストレーター）

◆ﾋﾞｼﾞﾀｰ 小山 良生 様（小諸 RC）

【会長挨拶】 黒澤 明男 会長

本日は広報こもろの四コマ漫画「トーソ

ンくん」生みの親、山浦基恵子様による「イ

ラストとデザインで故郷につながる」卓話で

す。イラストレーター、女性目線でとらえた

地域のイベント交流、関りをもとにした新た

なコンセプトを聴かせていただきます。よろ

しくお願いします。

＜だるまの目入れ＞色々な行事や願い

事でダルマに目を入れますが最初に入れ

るのは右側、左側、会員の皆さんはどちら

ですか？高崎市の少林山達磨寺の和尚さ

んは「仏像の開眼式と同様『向かって右』の

目を先に入れます」とのことで、だるまにと

っては左目です。古来、天皇など偉い人が

儀式などをする時に南向きに座り、臣下の

位置は、天皇から見て、太陽が昇る東の方

向、つまり左の方向が上位と考えたと云わ

れています。同じようにだるまの左目を上

位と考えて、向って右の目から入れるとの

ことです。天皇から見て、左を上位とする考

え方は、昔の律令制の官職などによく表れ

ています。奈良、平安時代の祭祀に詳しい、

三重県立博物館の榎村(えのむら)さんは

「左大臣と右大臣、都の左京、右京でも左

が上、中国で左を尊んだ時代の制度を取り

入れたから」との説明ですが、反面中国で

は「左を尚(たっと)び、右を尚ぶ」ということ

わざがあります。今、日本では正しくないこ

とを「左道」、降格を「左遷」、亡くなった人

の着物を着せる作法「左前」、商売がうまく

いかないことも「左前」と言うなど現代では

なんとなく左の印象が良くないと思えます。

それに比べて「右」は「右腕」、「右に出るも

のが無い」と良い意味があります。人間の

利き手でいうと、右が多数派です。榎村さ

んは、日常的には体の感覚で「右上位」、

社会制度的には「左上位」と日本では両方

を受け入れ、使い分けてきたと言っていま

すが？願掛けの範囲は、様々ですが、成

就した時だけ両目を入れるのは、目の不自

由な人に失礼だと考え、選挙などでは初め

から両目を入れる場合があります。皆さん

は「右、左、両目」どちら派ですか？

【幹事報告】 西川 宏 幹事

1. 島田ガバナーより

・2012～2013 年度地区大会

会長・幹事会開催案内

日時 10 月 13 日（土）14:10～15:00

場所 一萬里ﾎﾃﾙｷﾞｰﾙﾃﾞﾝｾﾝﾁｭﾘｰ

・補助金管理セミナー開催案内

日時 10 月 28 日（日）13:00～16:00

場所 上田市 ささや

出席義務者 会長エレクト、

次期幹事、

次期財団担当者

◆例会日/週火曜日 12：30～13：30 ◆例会場/小諸市鶴巻 音羽

◆事務局/〒384-0025 長野県小諸市相生町 1-2-12 エイワンビル 2 階

TEL 0267-23-8125 ＦＡＸ 0267-23-2788

2012-2013 役員

◆会 長 / 黒澤 明男 ◆副 会 長 / 小林 秋生
◆幹 事 / 西川 宏 ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 橋詰 希望
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2. 宮坂宥洪ガバナーエレクトより

事務所開設案内

岡谷市中央町１－４－１２

TEL 0266-78-8092 FAX 0266-78-8093

3. 週報
白馬ＲＣ

本日の配布物
週報 1154 号、
2011～2012 年度年次報告書

◆ラッキー賞

NO.4 黒澤 明男 君

◆ニコ BOX 清水 良英 委員

黒澤明男君
ラッキー賞ありがとうござしまし

た。山浦さんに感謝です。

清水良英君
今月のニコ BOX 当番の最終日

なのでニコします。

矢島英夫君

9月25日は私の誕生日です。例

会日と重なったのも何かの因会

と思いニコボックスしました。

【本日のプログラム】

「イラストとデザインで故郷とつながる」
「トーソンくん生みの親」

山浦 基恵子氏

【出席報告】 湯本 敏晴 委員

会員数 出席 M・U 欠席 出席率
本 日 09 月 04 日 24 21 事前（1） 87.50％
前々回 09 月 11 日 24 18 事後（1） 修正 79.17％



【先週（9/18 のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】 夏まちおもてなしﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの取り組みとｱﾆﾒ界の動向

なつまちおもてなしプロジェクト会長

観光協会副会長
中棚温泉 中棚荘 荘主 富岡 正樹

○小諸市において、

「夏まちおもてなしプロジェクト」の発足と経過。

制作会社に長和町、佐久市出身のスタッフが居た

為に地の利が有った。

１０年前に制作された「おねがいテイーチャ」と続

編の「おねがいツインズ」の制作スタッフが重複し

ていた為。最終話の場面にも、続編との関連の場

面が登場する等、深い関連が読み取れます。

２０１０年７月に、市役所に問い合わせが有り、制

作会社一同での下見が東信地方で、実行される。

小諸市内の下見時には、小諸フイルムコミッション

関係者が、市内を案内して、好印象が有りました

が、その時はまだ内容等も良くわからなかった。

また、近景の山風景が物語のイメージと合致も一

因となる。佐久地方では、佐久平駅や軽井沢周辺

も登場するが、中心地は小諸に内定する。

その後も制作会社独自の下見が続き決定する。

アニメ制作は、背景を描く制作会社とキャラクター

制作会社、広告、管理会社は別会社で、そこに総

合プロデユーサーや監督も付き、分業体制をとっ

ている。その為問い合わせや、質問の内容によっ

て各会社が違い戸惑います。

○「あの夏で待っている」の番組とは。

深夜版、純情恋愛アニメ。高校生が織りなすひと

夏の物語。時間はわざと深夜の時間帯を選んで

放送している。

学生から中高年の（独身的）男性が中心で、その

人気を支えている。

蔦屋にも、ＤＶＤ、ブルーレイでの販売しています。

販売量が上がると、次作にも関係してきますので、

御購入をお願いします！

○アニメーション産業と全国の取り組み事例。

大きくは、世界の日本アニメに成長。

昔、のらくろ、ゲゲゲの鬼太郎等の週刊本の文化

から、鉄腕アトム、マジンガーゼット、ガンダム等の

テレビアニメの文化へ変化してきました。そこに秋

葉原の特異な文化が重なり発展する。

今や全国で２００を超える数の御当地アニメが制

作されている。

地域型アニメの誘致や、市町村での、制作競争合

戦が始まっている。

デジタル化や支援、写真撮影をベースにして、製

作費が安くなってきている。

二大事例、埼玉県秩父市「創造型」と鷲宮町（久喜

市）「活用型」には、育てている中心人物が存在し

ています。

キャラ系、イベント系、ＳＦ系等色々あり。小諸は古

典系、及び物語系で王道での、大きな長期化の可

能性がある。

他作品の中の架空のお祭り（ぼんぼり祭り）が現

実になってしまった地域も本当にあります。

ゲゲゲの鬼太郎―境港、さざえさんー世田谷区桜

新町、街のテーマパークとなっている。

もはや観光地化し、成功事例の参考視察対象に

なっている場所もある。

世界的には東南アジアでも大人気、バイオハザー

ド等は、アメリカの映画にもなっている。

その昔、葛飾北斎が影響を与えた、絵画の世界に

も通じる。

○ファンの動向や考え方の動き。

アニメおたくを、ひとくくりにしてはいけない。

鉄道ファンと同じで、鉄道にも、色々なジャンルが

有り、最近は女性にも浸透してきました。アニメに

も、声優ファン、めだつコスプレ、イベント系と色々

なジャンルがあり、地元は舞台探訪から、聖地巡

礼にと育てていく事が大切です。

８月４日市民会館での、声優イベントはインターネ

ット販売で３分で売り切れてしまった。

最初は、芦原中学でのイベント構想だったが、実

現しなくて残念でした。

ファンは、どかんしょに、コスプレで参加して、祭り

を沸かせた。

中年おばさまの星、韓国ヨン様と同様の事例で、

おかしいとか変だとか、拒否反応を起こさないで、

迎えて頂きたい。

大河ドラマの聖地巡礼も同じだが、大河ドラマは

一年の命。

アニメは数年続く可能性が高く、実際に１０年以上

続いている事例もある。

○これからのアニメファンとの関わり方。

作品の賞味期限をいかに長く持たせる努力をする

か。

長続きさせるためには、作品のファンから、街のフ

ァンになってもらえるように努力する、担当者に理

解があり、人間関係を築く。

街中（市民等）が作品を育ててゆく、努力をする

事。

背景（現地、山、作品等）イメージを壊さない様に

する事。

インターネット活用、フェイスブック、ツイッター、ブ

ログ、ホームページ、呼びかけると短期間に人が

集まる為、情報を出し続けて行く努力をする。

オリジナルのお土産や、小諸でしか手に入らない

物、参加型等のプレミアムを付ける。


