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バナー交換
　初めてメーキャップいただいた下記ＲＣとバナー交換をいたしました。
• 大阪うつぼＲＣ　小林厚様
• 成田コスモポリタンＲＣ　大木裕信様
• 大阪淀川ＲＣ　山口雅弘様（大阪淀川ＲＣは４月１８日例会で当クラブ
バナーをお渡しした返礼に本日バナー持参いだたきました）

会長報告（野呂洋子会長）
　今月のロータリーの友にはＲＩ新会長ジョン．Ｆ．ジャーム氏のメッセー
ジが紹介されています。ポリオ撲滅のチャレンジプロジェクトの成功により
今年度が「世界で最後のポリオ症例確認の年」となるかもしれないこと、
ロータリークラブがなしとげたことで評価され組織と資金力が拡大してい
くこと、さらに世界平和に貢献するためにも増強が重要であることなどで
す。当クラブも故本橋浩一特別代表が声高く掲げていらした増強を引継
いでさらにすすめたいと考えております。

幹事報告（辻喜代子幹事）
• 本日は週報とニューモラルを配布いたしました。
• 来週８月１日（月）例会は理事会の日なので理事の皆様よろしくお願い
いたします。

１５周年式典報告（石原忠始総括）
　ご協力ありがとうございました。残念なことは米山財団とロータリー財
団寄付の被表彰者会員を全員壇上に上っていただくだけの時間がなく、
代表者の一括表彰として処理したことです。

１５周年式典報告（石川和子実行委員長）
　先週東京中央ＲＣへガバナー補佐として訪問したところ、１５周年式典
に出席いただいた皆様から「とても温かい会でよかったね」とお褒めの言
葉をいただき、又「来年東京中央ＲＣの３０周年式典があるのでよろしくね」
とのお言葉もあり、「喜んでお手伝いいたします」とお答えいたしましたこ
とを皆様にご報告致します。

2016 学年度米山奨学生カウンセラーセミナー（7月 21日）報告��
（カウンセラー辻喜代子幹事）
　米山奨学生は６０年の歴史があります。お金を集めて与えるだけでなく、
お預かりした学生さん方を世界的な人材となるよう育て、皆さまと一生付き
合える仲間となるよう努力しなければいけないと思います。
　当クラブカウンセラーとしてはまず奨学生として勉強を頑張ってもらい、
当クラブの皆さまと友情、絆を持ってもらいたいとお願い致します。今夏、
育成園キャンプの奉仕にも、進んで参加してくださいます。お世話は後一
年ございますので皆さまよろしくお願い致します。

ポールハリスフェロー賞授与
　１５周年式典時に会員代表がロータリー財団から受領した賞が野呂洋子
会長からあらためて各受賞者に授与されました（野呂洋子会長、秋葉良子
会長エレクト、石川和子会員、丸山冨美江会員、岡田敏江会員、曽根章乃
会員、石井本子会員、小沼百合子会員、大盛敬子会員、椎野登貴子会員）

米山功労賞授与
　１５周年式典時に会員代表が米山記念奨学会財団から受領した賞が野
呂洋子会長からあらためて各受賞者に授与されました（野呂洋子会長、辻
喜代子幹事、曽根章乃会員、並木咲樹会員、岡田敏江会員、小林真由
美会員、石川和子会員、石井本子会員、椎野登貴子会員、大盛敬子会員）

ひよこ会ご案内
　第１６回ひよこ会が２０１６年９月２９日（木）千葉ＣＣ梅郷コースで開か
れることに決まりました。ひよこの皆さんは８月２９日（月）までに事務局に
申込書をＦＡＸして申込をお願いいたします。

• 紹介（かづきれいこ会員）市川ぼたんさんは私の大々
親友で、男っぽい踊りがすばらしい日本を代表する
舞踊家です。本年全国で展開している「源氏物語」
特別公演はとてもよかったと感動しました。

• 私の父は歌舞伎役者の第１２代市川團十郎、兄は
第１１代市川海老蔵です。私は第６代藤間勘十郎、
藤間藤太郎などに師事し、２００６年から市川流第
３代市川ぼたんを襲名し、現在に至っています。

• 私は、日々の活動として素人の皆さんにお稽古をつ
けて日本舞踊を身近に感じていただくことに力を入れています。

•「日本舞踊」という言葉は、明治時代に成立したもので、それ以前は単に「踊
り」、「舞」などと表現されていました。その歴史は古く、古事記にも天照
大神（あまてらすおおみかみ）が天岩戸にお籠もりになり国中が暗闇になっ
た際天鈿女命（あめのうずめのみこと）の踊り騒ぐ姿で天照大神が引き出
されたとの故事が紹介されています。

• その際の踊りを「神がかり」といい、飾りものや曲玉などをすべて外して、
桶を引っ繰り返してその上で踊ることで神が体に入ってくるとされており、
古代の宮廷でも神がかりの踊りの技術職である神宮や巫女が「わざおぎ」
と呼ばれ、「俳優」という漢字を充てていました。

• 天鈿女命（あめのうずめのみこと）の踊りは傘を持って上半身をはだけて
激しく踊ったとされていますが、踊りの動きは不明です。この神話の意味
は踊りが神を降臨させて迎える儀式を構成している点にあり、古来稲作に
関して行われてきた田植え踊り、田舞、田歌などが現代の踊り演劇につな
がっていると考えられています。古来の陰陽師の献杯により大地の邪気を
払い大地を踏みしめる動きなどは日本の古典芸能の多くに現われている形
です。

• 日本舞踊の基になったものは、出雲阿国（いずものおくに）の踊りといわ
れていますが、謎が多く、女性が美しく男装をして河原の小屋掛けで踊り
人気を博したものです。しかし、これは江戸幕府により「風俗上よろしく
ない」として禁止されてしまいます。次に前髪を切らない綺麗な女の子が
お客を呼び込み、踊るものがはやりましたが、これも又幕府により禁止さ
れました。そして最後に残ったものが「野郎歌舞伎」というもので、月代（さ
かやき）を入れた野郎頭の男が歌舞伎を行うことは許されたのです。そ
のためは歌舞伎は男性ばかりで演じられるようになり、よりストーリー性
が求められ、その時代の事件をテーマに作品化したものが増えたのです。
演じる男性は「女形」と呼ばれ、手拭を頭に載せて表現し、ストーリーの
主役は男性で、テーマは真とか愛とかを歌に踊りに現わすものとして道成
寺や藤娘などが一世を風靡したのです。

• 日本舞踊の特長は「素踊り」というかつらも白塗りもなく装飾品も付けず
に体の動きで表現内容を想像してもらう踊りにあります。足を開き手を広
げて、指を握って腕を広げることで男性を示し、それらを閉じていくこと
で女性を示します。歩き方も、男性は肘を張り歩いて、振り向いて女性に
切り換えて女性の仕草をする動きもあります。又、扇子を小道具として使い、
傘にしたり、舟を漕ぐ棹にしたり、燭台にして向うを見る仕草や自然のは
らはらと降る雪やボタンの花を表わしたりすることができます。

• 結局日本舞踊は、日本人の感性が極限的に盛り込まれたものですが、現
代では畳のない家に住んで古来の伝統とも離れた生活をしている若い世
代が増えており、踊りを通じて日本人の往古の作法や感性をどのように伝
えていくかが私達芸能を支える者の課題と考えています。
　短い時間でしたがご静聴ありがとうございました。� （要約文責宮下）

日本舞踊をもっと身近に

日本舞踊家　　市川�ぼたん 様

にこにこ合計 10,600 円／今期累計 267,600 円

野呂洋子会長�

辻喜代子幹事�

秋葉良子会員�

石川和子会員�

左明貴子会員

１５周年記念式典は、多くの方に御参加頂きまし
て有難うございました。
東京中央新ロータリー２０周年に向って奉仕をガ
ンバリましょう！
１５周年大成功に終わり、作り上げて下さった委員の皆
様に感謝です。本当に楽しい１５周年でした！！
１５周年記念式典お疲れ様でした。とても良い式
典でした。またメンバーの絆が深まりましたね。
野呂会長の本を読ませて頂きました。

出席率 74.42％ （出席者23名＋メーキャップ9名／正会員47名－休会4名）

例会報告  第 630 回   2016 年 7月25日（月）

本日の例会  第 631回   2016 年 8 月1日（月）

卓話：「テーマ未定」�
� �明治大学教授　牛尾　奈緒美�様



クラブ週報編集担当
宮下文夫・小堀彰・落合守征・左明貴子・星田奈々子・吉田しほり

７月６日（水）� �
泰明小学校画廊めぐり

（順不同）

にこにこ合計 198,000 円／今期累計 257,000 円

大槻哲也様�
（2750地区ガバナー）

加藤叔兄様�
（ 渋 谷 Ｒ Ｃ ）

渡辺弘二様�
（ 東 京 南ＲＣ）

三木祥史様�
（東京日本橋東ＲＣ）

髙橋久之様�
（ 川 崎 幸ＲＣ）

原田京子様�
（ 世 田 谷ＲＣ）

蛯原宗久様�
（東京中央ＲＣ）

小髙愛二郎様�
（東京中央ＲＣ）

黒田元男様�
（東京中央ＲＣ）

桑原一雄様�
（東京中央ＲＣ）

小松良樹様�
（東京中央ＲＣ）

坂口　功様�
（東京中央ＲＣ）

阪下　章様�
（東京中央ＲＣ）

鷺　秀正様�
（東京中央ＲＣ）

佐藤征己様�
（東京中央ＲＣ）

実方京一郎様�
（東京中央ＲＣ）

中島康裕様�
（東京中央ＲＣ）

永野邦夫様�
（東京中央ＲＣ）

西澤義勝様�
（東京中央ＲＣ）

野 嶋 豊 様�
（東京中央ＲＣ）

野原勝敏様�
（東京中央ＲＣ）

１５周年おめでとうございます。� �

１５周年おめでとうございます。� �

設立１５周年誠におめでとうございます。� �

創立１５周年、誠におめでとうございます。貴クラブ
の益々の御発展をお祈りしております。

１５周年おめでとうございます。� �

１５周年記念おめでとうございます。� �

１５周年おめでとうございます。� �

１５周年おめでとうございます。来年の中央ＲＣ３０
周年もよろしくお願い申し上げます。

帝国ホテルの株主総会も無事終了しホットしておりま
す。皆様のご支援のおかげでございます。

１５周年おめでとうございます。� �

１５周年御目出度うご座居ます。益々のご発展御祈
り致します。

１５周年おめでとうございます。来たる２０周年、
３０周年、４０周年、また、来席します。

１５周年おめでとうございます。� �

１５周年記念おめでとうございます。� �

東京中央新ロータリークラブ様　１５周年お目出とう
ございます。

１５周年おめでとうございます。� �

創立１５周年誠におめでとうございます。東京中央新
クラブの益々のご発展と皆様のご健勝をお祈りします。

１５周年おめでとうございます。� �

１５周年良かったネッ！　これからもガンバロウ！� �

設立１５周年おめでとうございます。心からお祝い申し上
げますと共に益々のご活動と発展をお祈り申し上げます。

創立１５周年の記念式典おめでとうございます。� �

山田和之様�
（東京中央ＲＣ）

吉谷始展様�
（東京中央ＲＣ）

野呂洋子会長�
�

辻喜代子幹事�
�

坂口美代子初代会長�

藤田和子元会長

石井本子会員�

井出和世会員

大盛敬子会員�

栗原里央子会員�
�

小磯優子会員�

小堀　彰会員�

白坂亜紀会員�

曽根章乃会員

富田洋平会員�

並木咲樹会員�

早川和志会員

細川修平会員

松浦裕子会員�
�

宮下文夫会員

１５周年おめでとうございます。� �

１５周年誠におめでとうございます。� �

１５周年の日を皆で迎えることをとても嬉しく思って
います。これから皆で仲良く、奉仕も楽しみましょ
う！

東京中央新ロータリークラブ創立１５周年記念式典
　皆様会員お一人お一人の力の結集です。バンザ
イー！！

１５年も経つのに皆さんとロータリーで元気におめに
かかれ嬉しく存じます。

１５周年記念おめでとうございます。

本日は創立１５周年おめでとうございます。益々のご
活躍をお祈り申し上げます。

１５周年おめでとうございます。

１５周年おめでとうございます！本日は楽しく参りま
す。ご担当者の方 ご々苦労様です！

１５周年おめでとうございます。これからも野呂会長
を助け、がんばってさらにすばらしいロータリーにな
るよう協力させて頂きます。

７月に入会して毎回楽しいです。今日はおめでとうご
ざいます。

おかげ様で１５周年！　益々発展し盛り上げていきま
しょう。

１５周年おめでとうございます。私の会社も今年２０
周年の節目です。気持ち新たに頑張ります。

１５周年おめでとうございます。

皆様東京中央新ＲＣ１５周年おめでとうございます。
次の２０周年に向けて元気に歩んで参りましょう！！

１５周年皆様ありがとうございます。アッと言う間の
５年間でした。

１５周年のよき日に立会えてうれしいです。

１５周年嬉しい限りです。ニコニコします。

本日は１５周年おめでとうございます。東京中央新
ロータリークラブの増々の発展を祈念しております。
私も福岡から頑張って参加します。

おめでたい日なのでにこにこします。

（2016 年７月19 日（火）１５周年式典例会におけるニコニコ）


