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第２４２５回 

平成２５年１０月２５日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

◇ロータリーソング『それでこそロータリー』 
◇四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 
 
  １．真実か どうか 
  ２．みんなに公平か 
  ３．好意と友情を深めるか 
  ４．みんなのためになるか どうか 
 
 
◆お客様紹介                   
・本日のゲストスピーカー／ 能楽師 井上 燎治様 

・(株)ミズレック 取締役 水野 晴子 様 

 

◆会長挨拶及び報告       斎藤 昌雄会長        
１０月１４日（日）に、故水野謙一さんの一周忌法要が

行われました。菩提寺での法要、当オークラホテルでの

偲ぶ会に千葉南ロータリークラブの現会員、元会員多数

が出席しました。また水野家には大変なお心遣いをいた

だきましたことをご報告させて頂きます。 

来月新蕎麦例会を予定しておりますが、ここ１０年で

最高に素晴らしい出来であったものが、この前の台風で

半分の花が落ちてしまいました。次の台風が来ているよ

うですが、収穫できるかかどうか心配です。なんとか台風

が反れてくれるよう願っています。 

本日のニコニコボックス報告にもたくさんコメントがあり

ましたが、１０月１８日（金）～２０日(日)の東仁川ロータリ

ークラブ訪問と韓日親善会議に１９名で参加してまいりま

した。東仁川ロータリークラブに関して私の記憶に強く残

っていることは、亡くなられた中村先生が体調の悪い中

どうしても東仁川を訪問したいということで、車椅子で点

滴をしながら看護師を同行されて、先方の会員と握手を

交わされていたことです。当クラブも姉妹クラブが海外に

いろいろありましたが、それぞれの事情で、現在は東仁

川ロータリークラブだけとなりました。今回の訪問で更に

親交を深められたものと確信し、目的が達成されたもの

と思っています。 

 

◆委員会報告                           

創立５０周年記念事業実行委員会（野城 友三委員長） 

メールボックスに、来年４月４日開催の式典並びに祝

賀会の予定表が入っております。これによって進行しま

すが、式典まで後わずかとなりました。全会員のご協力

を頂きたいと思います。現在、第３分区Ａ・Ｂの各クラブを

吉田副委員長と共に、招請に行っているわけですが、

“おもてなし”の気持ちを持ってお迎えすることを伝えて

おりますので、是非そこのところを酌んで頂きまして、全

会員のご協力の下、開催したいと思います。 

宜しくお願いします。 

会員増強委員会 （北原 俊彦委員長） 

「全員が会員増強委員」というキャッチフレーズで会員

増強を進めていますが、なかなか紹介カードが届きませ

ん。今日、私は一人入会届けを持ってきました。まだま

だ皆さんも情報を入れようと思えば必ず情報があるはず

ですので、是非ご協力をお願いします。 

５０周年記念事業で桜の苗木を５０本植えようという活

動で、昨年、２８本を植えました。先日、竹尾さんと都川

の現場を見てきて残りの２２本をどこに植えるか大体目処

が付きました。因みに昨年植えた２８本は全部元気に育

っています。来年の４月には花が見られると思います。 

職業奉仕委員会 （寺澤 一良委員長） 

１０月１２日に斎藤会長のお供で、かずさアカデミアホ

ールで開催された「地区セミナー」に参加してまいりまし

た。今回のセミナーは、グループ分けされて討論会方式

で進められました。今回参加して分かったことですが、ほ

とんどのクラブで職業奉仕委員長は、会長経験者が務

めるようです。 

職業奉仕は、「四つのテスト」を完全に実行できれば

役目を果たせるということになるそうで、利己、利他の調

和が大事ということでした。「最も奉仕する者、最も報いら

れる」ということですが、とにかく相手から「ありがとう」とい

う言葉が帰ってこなければだめだというのが多数の結論

になりました。 

１月２７日開催予定の第２回セミナーでは、第２８００地

区の藤川先生の講演があるようです。クラブから３名の出

席を求められていますので宜しくお願いします。 

社会奉仕委員会 （塩谷 邦昭委員長） 

１１月２３日（土）、多古町の広域広場で開催される「い

きいきフェスタＴＡＫＯ２０１３」にひかり学園が今年もバザ



ーを出展しますので、皆様の周りにお中元、お歳暮など

頂き物で使わないもの等がありましたら、提供して頂きた

いと思います。売上は、施設の運用費に当てられます。  

皆様のご協力をお願いします。 

国際奉仕委員会 （吉田裕成委員長） 

創立５０周年記念事業に向けて東仁川ＲＣを訪問し、

親交クラブからの来訪を仰ぐ目的から、会員の皆様の賛

同を頂きまして、その目的を果たして参りました。 

 その内容を簡単にお話しさせて頂きます。東仁川ＲＣ

の現状は、会員数は１１名と伺いましたが、合同例会の

当日は、退会された顔見知りの元会員１０数人がお集ま

り頂き、大変盛大な合同例会を開催して頂き、歓待を受

けました。 

 まず、ソウル空港に着きましたら、東仁川ＲＣの会員の

お出迎えを受け、例会場に行く途中で公共機関のＫＯＧ

ＡＳ（ガス会社）ミュージアムの見学をさせて頂き、韓国の

ガス事情について勉強をさせて頂きました。他にも見学

を予定していただいておりましたが、時間の都合で、例

会場の「中華料理店・本土」へと向かいました。最後まで

大変友好的で５０周年記念事業に向けての招請役を果

たせたと思っております。 

「韓日親善会議の１日目は、午後３時からの本会議で

したので、韓国が初めてという会員もいましたから、早め

にホテルを出発し、北朝鮮と韓国の境界線で、とくに許

可の必要がない「統一展望台の自由の橋」等を見学して

北朝鮮側の村落を遠くから眺めて参りました。その後、３

時からの本会議と５時半からの懇親会には全員が出席

致しました。会議の２日目は、韓国が初めての会員は、

ソウル市内の世界遺産等の見学、古参組は、東仁川ＲＣ

の手前もありますので、最初から最後まで会議に列席致

しました。 

尚、この本会議の席上で東仁川ＲＣの李東秀さんが、

親善会議の韓国側の連絡幹事長を１０年間に亘り、務め

上げられたということで表彰を受けておられました。 

次の開催地は２年後の２０１５年に東京で開催されると

のことです。３日間つつがなく全員無事帰国出来ました

ことは、寛大な千葉南クラブ会員皆様のお蔭と感謝申し

上げます。今回の訪韓で東仁川ＲＣ会員の皆さんとの絆

が益々深まったことを確信致しました。近くて遠い国では

なく、近くて近い国になることを信じています。 

テイダニ・カムサムニダ（本当に有難うございました） 

◆ニコニコボックス報告             
≪斎藤 昌雄会長・植松 省自幹事≫ 

・井上様、本日の卓話を宜しくお願い申し上げます。 

・東仁川ＲＣとの合同例会及び韓日親善会議にご参加

の皆様、お疲れ様でした。又、ご協力、有難うございまし

た。 

・寺澤さん、たくさんの写真を有難うございました。 

≪斎藤 昌雄会員≫ 

先日、東仁川ＲＣ訪問時の会長挨拶の翻訳を松尾会

員さんのところのジャンさんにお願いしました。有難うご

ざいました。 

≪植松 省自会員≫ 

１０月２１日、第３分区Ｂ合同ゴルフ大会に千葉南ＲＣ

より７名が参加しました。その内、小生を含め５名が何ら

かの商品を戴くことが出来ました。 

≪五十嵐 博章会員≫ 

来る１１月４日、プロレスリングゼロワンと市民懇話会主

催のいじめ撲滅キャンペーンのイベントとして千葉中央

公園で、１２時よりチャリティプロレスが行われます。アトラ

クションとして、私の教え子が空手演舞を行います。因み

に私も行います。入場料は無料ですので、お時間のある

方は、是非いらして下さい。 

≪小野 成子会員≫ 

足が悪いので今回の旅行は不参加のつもりでしたが、

皆様のお口添えにて参加させていただきました。現地で

は、メンバーの皆様がとてもよく面倒を見て下さり、お蔭

様で無事に戻って参りました。とても楽しかったです。皆

様、本当に有難うございました。 

≪小野口 壽一会員≫ 

水野晴子さん、ようこそ！ 

≪鈴木 美津江会員≫ 

皆様こんにちは。今日はミズレックの水野晴子さんが

例会を見学に来て下さいました。以前、お父様がメンバ

ーでした。彼女は今、会社の中枢でご活躍されており、

大変お忙しい立場にいらっしゃると伺っております。 

是非とも我がクラブに入会して頂きたいと小野口さんと

ズーッと以前からお話しをさせていただいておりました。 

どうかこれを機にご入会をお願い致します。会員の皆

様、どうかご協力をお願い致します。 

水野晴子様、今日は気楽に楽しんで下さい。皆さん、

とても良い方たちです。 

≪野本 富美子会員≫ 

韓国では大変ご迷惑をお掛けしました。ごめんなさ

い！ 

≪吉田 裕成会員≫ 

先日の東仁川ＲＣとの合同例会及び韓日親善会議に

多くの皆様にご参加いただき、有難うございます。お蔭

様で、５０周年記念式典開催のＰＲも出来ましたし、親善

会議では、有意義なスピーチを聴くことも出来ました。 

 

◆出席報告（会員数４４名）                 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

 

 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 17,000 円 累計 324,000 円

金の箱 1,781 円 累計 9,918 円

出席者数３７ 欠席者数７ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ２ 修正出席率８１．８２ ％

千葉ＲＣ 月 11/11 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 11/12・11/26 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 11/12・11/19 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 11/13 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 11/6・11/27 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 11/14 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 11/14・11/28 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



 本日の卓話 
 
演題 ⇒ 能について 
卓話者⇒ 能楽師 井上 燎治 

 
 
 
能とは、かつては猿楽・申樂といわれていた。 

 能とは？  

能面をまとい、囃子に乗って、舞い・謡い・語る 歌舞劇 

文章の語調⇒ 上の句・七字 下の句・五字の七五調  

和歌が基本 

物語の原点⇒ 古典文学の優れた作品に創作を加え、 

脚色し、舞台化 

表現する内容⇒現代劇・夢幻劇に大別される 序破急

のリズムに乗る舞 悲劇 憎悪 嫉妬  

武将の苦悩 死の尊厳 神・仏の加護 

美意識の追及⇒究極的に研ぎ澄まされた舞の躍動美、 

静寂の美、文章の美、心に残る悲劇的

な死の世界を追求、急世を語る 

 能のおいたち  

能の歴史は、古くは平安時代まで遡ります。庶民の楽

しみであった能。鎌倉時代まで続いた寺社の庇護の脱

却。室町時代（1300 年代）になり公家・武家の教養として、

内容がより文学的、演劇的にレベルアップして行く。足

利義満・世阿弥の出会いは、能の位置付けを一変させ

た。織田信長・豊臣秀吉・徳川家康等、武将はいずれも

能を好み武士の教養として位置付けられる。能は「幕府

の式楽」となり、諸藩に広まる。公家、武士のみならず、

大棚の商人のたしなむべき教養として、印刷技術の普及

と共に、庶民にも普及する。 

明治政府・財界・旦那衆の後援により、維新の混乱か

ら立ち直る。今は、あまりにも多い楽しみに圧倒され、や

や生活の片隅に追いやられているのが実情。2001 年ユ

ネスコ世界伝統文化遺産として世界に認められる。 

これからは一部の能を愛好する人たちのみならず、広

く誰にでも受け入れられ「日本の誇る伝統文化の一つと

して」海外に羽ばたく国際人、こどもたちまでも、能のす

ばらしさを理解し、楽しむ存在になることを願います。 

 謡をうたってみよう  

「それでこそロータリー」に謡の節を載せてみました。 

  弱吟の節付  謡「それでこそロータリー」 

能楽師 井上燎治様のプロフィール 

（公社）能楽協会会員 観世流準職分 梅若会所属  

燎の会主宰 

 

1938 昭和 13 年 3 月 東京生まれ（75 歳）慶応義塾大

学卒業 

1945 仕舞「猩々」で初舞台（7 歳） 

1956 大学入学と同時に芸術院会員・先代梅若六郎

師に内弟子入門、4 年間能楽全般の修行を積

む 

大学卒業後ホテル業に身を転じヒルトンホテル

（東京・パリ・ホノルル）にて勤務 

1967 ハワイ大学音楽演劇部にて 1 年間特別講師とし

て英訳能「清経」を指導 

1970 帰国後、帝国ホテルにて就職、最終職名副総支

配人 

1922 父、基太郎（重要無形文化財指定）死去のため、

退社、能楽界に復帰、父の会・緑井会を引き継ぐ 

    芸術院会員・梅若玄祥師の下で梅若会にて能楽

師として再出発、演能活動を開始 

1993 観世流ニューヨーク公演に参加 

1994 日本三大古典芸能欧州講演に参加 

    自主講演能「燎の会」を国立能楽堂にて 14 年間、

７０歳まで開催 

2003 目黒区教育委員会と共催で「めぐろこども能教室」

を開催 

    成人・こども延べ約３００名ほどに能の基本を指導、

現在１０年目 

2007 現在に至るまで梅若定式能を含め代表曲３０曲以

上のシテを演ずる 

    主な曲「藤戸・俊寛・猩々乱・熊野・砧・隅田川・石

橋」等を舞う 

2012 「国立能楽堂・めぐろパーシモンホール・軽井沢

大賀ホール」にて 

◇能・狂言の普及講演「燎の会」を開催中。 

千葉にて、能の普及活動、中学校における能指導な

どを積極的に展開中料亭「花長」等にて懐石料理と能の

コラボを開催。謡の個人指導を始める。国際的な一流ホ

テル勤務の経験を持つ異色の能楽師。 

                  (文責 永安 重治会員) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２４２６回例会 

日 時⇒ 平成２５年１１月１日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『自己紹介』 

卓話者⇒ 飯嶋 大三会員 

第２４２７回例会 

＜地区大会＞ 

日 時⇒ 平成２５年１１月１０日(日) 点鐘０９：３０ 

会 場⇒ 東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート 


