
２０１５年３月１１日　第２１８９回例会　VOL. ４６　No. ３３

■司　　会　副 SAA　 二宮麻理子

■開会点鐘　会　 長　増田嘉一郎

■斉　　唱　我等の生業　　　
　　　ＳＬ　秋内　　繁

■出席報告

■本日の欠席者　　　　　
太田幸治、斎藤、桜田

■他クラブ出席者　　　　　
増田（地区）

■ゲスト　　　　　
清藤まりこ様（俳優）

■皆出席者表彰

     二宮　　登会員     45 年

■恵送を受けた週報
横浜瀬谷 RC
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「ロータリーに輝きを」

2014-15年度 RI会長／ゲイリーC.K.ホアン　　RI.D2590ガバナー／大野  清一　　横浜旭RC会長／増田嘉一郎

Light  Up  Rotary  

横浜旭ロータリークラブ

■会長報告
１）平成 23 年３月 11 日の東北大震災から４

年経ちました。テレビや新聞では、この４年

を大々的に報道しています。福島の原発事故

が、復興をさらに複雑にしています。まだま

だ復興には年月を要し、やっとスタートした

という印象です。

　当クラブは、平成 25 年２月 26 日に岩沼ロー

タリーと友好協定を帰結しました。当クラブ

での復興支援活動は、岩沼ロータリークラブ

と共にということになります。岩沼ロータリー

クラブとの友好関係のもとに、復興支援のた

めの活動を、両クラブで継続していくのです。

岩沼ロータリークラブにはお世話になりっぱ

なしなのが気になるところですが、我々は、

東北大震災を忘れないだけでなく、行動する

ことが求められているのです。

２）クラブ財政問題については、年度当初は、

今年度は問題提起までで、実際の改革は次年

度になるのかと思っておりましたが、消費税

が８％になったことと、例会に多くのお客様

がお見えになることから、例会費の負担が予

想外に重くなり、昨年度より 50 万円近く多く

なりそうな見込みとなってきました。

　他方、会長エレクトフォーラムから情報集

会で皆様のご意見を伺って参りましたが、事

務所家賃の負担を軽減すべきだという意見が

多数を占めました。そこで、今年度に財政再

本日の出席数       25 名会  員  数 　 　 　 34 名

本日の出席率　89.29％ 修正出席率    　96.0％
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建問題を解決すべく実行することに致しまし

た。２月４日の理事役員会で、理事役員会内

に事務所移転対策 WG を設置し、事務所探しか

ら始めております。しかし、未だ移転先は見

つかっておりません。苦戦しております。机

１つ、できたら本棚２個と複合機１台を置け

る場所を探しております。二俣川駅から自転

車で５分位の場所で、極めて低額で借りれる

ところがあれば、ご紹介いただければと思い

ます。

　なお、この事務所問題の協議の中で思い出

したのですが、会員は現事務所を事業所や関

係する団体の会合のために無償で使用できま

す。本日皆様の袋の中に、クラブ事務所利用

規約で入れておきました。年月の経過で忘れ

られてしまったようですが、この話をしたら、

使いたいときがあったということを言われた

方もいらっしゃいましたので、改め紹介して

おきます。いつ迄になるかは分かりませんが、

当クラブが現事務所を使用している限り、会

合等に使いたいという方は、会員がその会合

に出席していることが条件となりますが、幹

事に申し込んでいただければ、鍵をお渡しし

ますので、利用していただければと思います。

■幹事報告　　　　　　　　　　　　

１）例会変更のおしらせ

○横浜あざみロータリークラブ

日時　３月 18 日㈬移動例会　点鐘 12 時

場所　アートフォーラムあざみ野 1F

　　　東日本大震災復興支援コンサート

○横浜保土ヶ谷ロータリークラブ　

日時　３月 17 日㈫休会

■７クラブ合同夜間例会のご案内
　今年度の７クラブ合同例会は、横浜瀬谷ロー

タリークラブがホストを務めさせていただき

ます。会員、ご家族、皆様多数のご参加、よ

ろしくお願い申し上げます。

日時　４月 17 日㈮

　　　午後６時 15 分～９時 15 分

　　　受付　５時 45 分

場所　新横浜国際ホテル　

      南館２Fチャーチル

会費　会員・米山奨学生 10,000 円

      ご家族            8,000 円

内容　

・パネルディスカッション

　老齢社会におけるロータリークラブの内外

　を考える

・太鼓演奏　創作和太鼓集団　打鼓音

■会員増強委員会　                    　    後藤　英則

　３月 25 日㈬は体験例会日です。ご友人、お

知り合いの方でロータリーに興味をお持ちの

方がいらっしゃいましたら、ご案内をお願い

致します。卓話は高梨会員を予定しておりま

す。　

■親睦委員会　                                    市川　慎二

１）料理教室について

　先日お知らせいたしました料理教室の参加

希望の方は本日が締切となります。どうぞ宜

しくお願い致します。ご参加頂ける方は飲物

のご持参をお願いします。

２）岩沼 RC との親睦旅行について

日時　６月 13 日㈯～ 14 日㈰の 1泊旅行

　仙台に着いてからのスケジュールは、岩沼

RC の方々で考えて頂けるそうです。こちらの

ご参加も宜しくお願い致します。

■御礼　横浜マニラ友好委員会　二宮　　登

　今年は横浜市・マニラ市姉妹都市提携 50 周

年記念の年となります。世界に羽ばたく若人、

フィリピン、インドネシア、ベトナム、在日

介護福祉士候補者支援チャリティーが３月７

日㈯、横浜市旭区民文化センターで開催され

ました。大勢の人がご覧になり、好評のコン

サートとなりました。ご協力有難うございま

した。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

増田嘉一郎／①東北大震災から 4 年です。誰

一人忘れてはいないです。②清藤様、卓話を

お引受け下さりありがとうございます。楽し

みにしています。

漆原恵利子／①今朝は地面に霜が降りていま

した。震災直後も寒い日が続いたことを思い

出します。季節の変わり目は皆様、体調にご
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留意下さい。②清藤様、本日は卓話よろしく

お願いいたします。

兵藤　哲夫／①二宮さん、サンハートのビッ

グイベント成功おめでとうございます。改め

て二宮さんの力を感じました。②元タカラジェ

ンヌの清藤まりこさんをお迎えして。

杉山　雅彦／ 3.11 より４年、午後２時 46 分

には、銀行業務を一時中断して、黙祷を行い

ます。犠牲者の皆様のご冥福をお祈り致しま

す。　
吉原　則光／清藤様、ご多忙のところ卓話い

ただき有り難うございます。楽しみにしてお

ります。

田川　富男／明日は我が身。3.11 を忘れずに

考える３月 11 日です。

青木　邦弘／清藤様、兵藤先生がご無理をお

願いしたと思います。今回はよろしくお願い

します。

北澤　正浩／清藤まりこ様、ようこそいらっ

しゃいました。卓話よろしくお願い致します。

安藤　達雄／清藤さん、本日は当クラブの卓

話にお越し頂きありがとうございます。たの

しみにしております。

二宮　　登／横浜市・マニラ市姉妹都市提携

50 周年記念、世界に羽ばたく若人、フィリピ

ン、インドネシア、ベトナム、在日介護福祉

士候補者支援チャリティーが３月７日㈯、横

浜市旭区民文化センターで開催されました。

後藤　英則／①清藤様、ようこそいらっしゃ

いました。②二宮会員、先日のマニラ友好 50

周年記念行事では、大変お世話になり有難う

ございました。

五十嵐　正／ 3.11、被災された皆様のご冥福

をお祈り申し上げます。

安藤　公一／①清藤様、卓話宜しくお願いし

ます。②東日本大震災から丸４年が経ちまし

た。これからも復興支援を続けていきましょ

う。

■卓話　「宝塚について」                   清藤まりこ

　私と清藤まりこさんとの出逢いは 10 年少し

前になります。

　以前、野毛の町は東横線桜木町駅の廃線に

ともない危機感が漂っていました。そこで野

毛の町はの人々は大道芸で町おこしをしよう

と考えたのです。そこに付随して大道芝居が

ありました。私もこの大道芝居に呼ばれて出

演しておりました。もちろん素人芝居です。

素人芝居と云っても俳優座の重鎮、高橋長英

さんが率いておりました。歴代の高秀市長、

中田市長も出演しておりました。

　このお芝居集団に参加してきましたのが、

清藤まりこさんです。美人で人情家で面倒見

がよく、宝塚の出身でもあり、たちまち人気

者になりました。発声や身のこなし、そして

芝居でのしきたり、たくさんの事を教えてい

ただきました。その後、大道芝居も終演を迎

え、清藤まりこさんは「ハマ猿」という一座

をかまえ、座長としてよこはま Y150 での赤レ

ンガの公演、映画製作、横浜パレードカート

のプロデューサー、スライド紙芝居等々を催

し、老人ホームの訪問ボランティア活動をし

ていました。

　現在は鎌倉の小町通り「ケンスケ」という

昭和スイング立ち飲みバアル鎌倉ハイボール

のお店を５ヶ月前から始められました。

　さて宝塚歌劇団の話に入りましょう。大正

の時代から始まり 100 周年を迎えました。兵

庫県宝塚市に本拠地を構えます。阪急電鉄阪

急グループの一部門を担っています。

　最初は寄付のために始めた歌劇団ですが、

現在では大成長を遂げたものとなりました。

中学、高校を卒業して 20 歳以下の女性を対象

に募集をかけ、２年間歌劇団予備軍をしての

教育は、狭き門とともにその倍率も高いもの

です。２年間の間に発声、ダンス、人間教育

を受け、卒業と同時に歌劇団入りをはたし、

そこで初舞台のラインダンスのご披露目とな

ります。組あげてのチームワーク作りは見事

なものです。

　組は５つに分かれ、清藤さんは花組だった

そうです。花組、月組、星組、雪組、宙組、
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とあります。男役と女役があり、かっては娘

役が花形でしたが、今は断然、男役が花形で、

多くのファンを集めております。団員は 400

名、年間公演数は 1800 回、動員数 250 万人と

言われています。原則、出演者は女性のみで、

外部からの出演者はありません。

　タカラジェンヌという言葉はパリジェンヌ

からとった言葉で、パリジェンヌとはパリで

生まれた女性という意味だそうです。宝塚と

いうと「すみれの花」という歌を思い出す方

も多いと思いますが、これはドイツを経てフ

ランスでシャンソン化したものを白井鉄造氏

が日本にもちかえったものです。それをシン

ボルテーマ曲にしています。

　団員達の定年は 60 歳。今や歌舞伎と並んで

我が国での最大のエンターテイメントになっ

ています。わが旭ロータリークラブもそろっ

て観劇してみてはいかがでしょうか。親睦委

員会計画を立ててみて下さい。もちろん、一

度観てみたいと思っている私は、喜んで参加

するつもりでおります。

　　　　　　　　　　　　文責　兵藤　哲夫

■次週の卓話
　3/25 ㈬　体験例会
　                   高梨名誉会員   卓話　
                                        
　　　　　　　　　　週報担当　吉原　則光

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

収入

支出

収支合計

収入

支出

収支合計

収入

支出

収支合計

１.　４月１７日７クラブ合同例会に出席した会員は、ロータリー親睦活動の例会へ出席したものとして、
　メークアップ扱いとする（定款第９条第１節(a)(２)）。

【審議事項】

１.　チャリティーコンサート収支決算の件

　　別紙収支精算書のとおり

　　クラブ会計から、４５，８６９円を支出する。

次の議案につき承認された。

２.　親睦委員会行事に関する実行予算の件

３.　岩沼ＲＣへの友好２周年記念品代の件

　　この指とまれ企画（料理教室）は、参加者負担とし、親睦旅行へは、１０万円の助成を予定
　する。

　　藤松産業株式会社を使用することができなくなったことを受けて、今後の方針について協議
　した。

【協議事項】

１.　事務所移転対策ＷＧの活動の件

【確認事項】

(２)次年度瀬谷ＲＣがロータリー青少年交換留学生を受け入れることになり、次年度当クラブにホーム
　ステイ受入れの要請がある見込み。

11,974,995 10,679,958 △286,262

11,377,078 8,141,467 440,557

597,917 2,538,491 △726,819

４.　その他

(１)前回の理事役員会で承認された横浜商科大学高等学校インターアクタークラブに次年度幹事校を
　依頼する件は、佐藤真吾青少年奉仕インターアクト委員長が依頼のために動いたが、商大高校内
　の承認に日数を要することになり、地区ＩＡ委員会が断念する。

600,000 752,526 △99,383

　　 ③①＋②合算 予算 ２月末累計 昨年２月末累計対比

1,500,000 1,044,780 △35,220

900,000 292,254 64,163

△2,083 1,785,965 △627,436

　　　②特別会計 予算 ２月末累計 昨年２月末累計対比

10,474,995 9,635,178 △251,042

10,477,078 7,849,213 376,394

　　4月1日(水) 理事役員会

３.　２月収支

　　　①本会計 予算 ２月末累計 昨年２月末累計対比

　　3月25日(水) 体験例会

　　欠席者

【報告事項】

１.　地区

　　3月5日(木) 第５グループ会長幹事会

　福村　正　内田　敏

　　3月29日(日) 次年度地区研修・協議会

２.　クラブ

　　3月11日(水) 新会員懇談会

場所　クラブ例会場 　佐藤真吾　後藤英則　佐藤利明　漆原恵利子　齋藤善孝

２０１４～２０１５年度　第１１回　理事・役員会議事録
日時　平成２７年３月４日 　　出席者

　増田嘉一郎　新川　尚　青木邦弘　安藤公一　田川富男


