
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 1517回 （本年度第 12回）例会 

令和 3年 1２月１６日（木）ZOOM併用 例会 
 

点  鐘  宮崎 玲児 会 長 

司  会   下條恵理子 会場監督 

斉  唱 「四つのテスト」 
 

会員出席報告  

 
欠席者：今井会員、河西会員、坂本耕会員、坂口会員、髙木会員、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

お客様紹介   
☆ゲストスピーカー  

 松竹株式会社 常務取締役 岡崎 哲也様 

☆小川 湧三様（川崎鷺沼 RC） 

☆萩原ひとみ様（川崎中 RC） 

☆髙島 眞美様（川崎とどろき RC） 

☆石川勘太郎様（小林会員ゲスト） 

☆生天目 真様（菅野会員ゲスト） 

☆遠藤 久乃様（市川会員ゲスト） 

☆市川 芳子様（市川会員令夫人） 

☆エンクトル ビルグーン様（米山奨学生） 
 
米山奨学金贈呈  
エンクトル ビルグーン様 

 
 卓 話  松竹株式会社 常務取締役 

岡崎 哲也 様 

「歌舞伎、生きている無形文化遺産」 
 

本日はありがと

うございます。 

徳安さんとは、

中一からのつき合

いということで、

同級生です。 

 
 

 

昭和３９年１２月に初めて歌舞伎に連れていかれま

した。嬉しそうにしていたので、月一回は連れていかれ

ました。 

２０１３年に今の歌舞伎座は建てかえられました。 

５代目の歌舞伎座ということになります。自分は 4 代

目の歌舞伎座から通い始めましたが、私の母は初代の歌

舞伎座に通っています。 

コロナ禍では、歌舞伎座は５か月クローズを経験しま

した。信じられない様な赤字を計上しました。半年以上

公演がないというのは、４００年の歴史の中で初めての

ことです。 

歌舞伎は、２００５年に世界無形文化遺産に登録され

ました。２２の無形遺産がありますが、その内の一つで

す。その無形文化遺産である歌舞伎を、民間企業である

松竹株式会社が預かっている。そこが面白いところです。 

戦時中は、厳しい検閲もありました。 

 

（女方） 

女性が演劇をやってはいけない

というので、女方ができました。 

歌舞伎は、男だけの世界です。 

 
 

 

 

 
 

（花道） 

花道というのは、観客と

の一体感、ライブ感を楽し

める場となっています。 

お客様が役者にプレゼン

トを渡したので、花道と言

うとか。 

 

（回り舞台） 

回り舞台というのも、1751

年に大阪で誕生しました。 

劇場での回り舞台という

のは歌舞伎が一番最初です。 

 

 

 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２４名 １５名 ９名 ７５.００％ 

前々回(11月 18日) 欠席 7名 Make up 1 名 ８１.８２％ 

 

KAWASAKI NAKAHARA R.C. WEEKLY／2021～2022 
 

 

 川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 第１木曜日 PM12:30～ 第３木曜日 AM7:15～ TEL:044-711-8855 
 

 

 

会長・宮崎 玲児  幹事・江口 進 会場監督・小林 正樹 会報委員長・神谷 直  

事務所・〒211-0063 川崎市中原区小杉町 3-70-4 ホーユウパレス武蔵小杉 104 
TEL.044-722-7282 FAX.044-722-0066 E-mail:info@nakahara-rc.com 

 

『奉仕しよう みんなの人生を豊かにするに』 Serve to Change Lives 

ＲＩ会長 シェカール・メータ 第２５９０地区ガバナー 小倉 正 

井元雄一会員 ワンポイントエクササイズ   
体の軸が整うストレッチ 
 
 
 
 
ストレッチ 



（宙乗り） 

これは、宙乗りという演出です。義

経千本桜の一場面です。 １７００

年代からあった、ファンサービスで

すが、第二次大戦後は誰もやらなか

った。そこへ、猿之助さんが国立劇

場でやった。それが受けて、生涯に

５０００回程度やっております。 

 

 

 

色彩のコントラスト（舞踊劇「関の扉」） 

色彩を楽しめるの

も歌舞伎です。例えば、

グリーンは田舎者の

色。江戸時代のファッ

ションセンスで決め

ております。 

 

（格調の高さ（能の歌舞伎化） 

これは、勧進帳の一

場面です。能が歌舞伎

化し、永遠のロングラ

ンとなっているもの

です。 

 

 

（海外との交流） 

明治期から海外との交流を

しております。９０年近くに

わたって。 

初のアメリカ 昭和３５年

です。ソビエトへは昭和３６

年に行っております。 

 

 

（歌舞伎座第 1期）   （歌舞伎座第 2期） 

 

 

 

 

 

 

（歌舞伎座第 3期）   （歌舞伎座第４期） 

 

 

 

（歌舞伎座第 5期） 

 

 

 

 

 

 
 

松竹が歌舞伎を預かって、１２６年です。歌舞伎座も

この写真のような変遷を経ております。どうぞ、足をお

運びください。 

 

 

ニコニコ報告      
◆川崎鷺沼 RC 小川 湧三様 
 お世話になります。  
◆川崎中 RC 萩原ひとみ様 
 大変お世話になっております。本日は、歌舞伎の卓話、

楽しみに拝聴させていただきます。どうぞよろしく
お願い致します。  

◆川崎とどろき RC 髙島 眞美様 
川崎中原 RCのみな様、大変お久しぶりです。 
第 2Ｇガバナー補佐市川様には大変お世話になって
おります。宮崎会長、卓話情報ありがとうございます。
岡崎哲也様の卓話、大変楽しみです。 

◆宮崎玲児会長・江口 進幹事 
早いもので今年最後の例会となりました。岡崎哲也様、
卓話を大変楽しみにしておりました。本日は宜しくお
願い致します。 

◆江口 進会員 
 先日良きことがありましたのでニコニコと致します。  
◆徳安久是会員 
 岡崎様、本日はありがとうございます。当クラブへの
歌舞伎のチケットの融通をお願いします。 

 

宮崎会長 労務管理ワンポイント  
パワハラ防止法について 
通称パワハラ防止法が 2022 年 4 月から中小企業
にも施行されます。（大企業は 2020年から施行済） 
以下が義務になります。 
１．パワハラ防止に関する事業主の方針の明確化 

 及びその周知・啓発 
２．ハラスメントの相談に応じるための体制整備 
  具体的には相談窓口の設置など 
３．職場のハラスメントに係る、事後の迅速かつ 

適切な対応 
４．その他、相談者、行為者に対するプライバシ 

ー保護対策  相談者などに対する不利益 
扱いの防止処置など 

まず、事業主がハラスメントを理解し、ハラスメ
ントは許さないという明確な意思表示をするこ
とが大切です。ハラスメント防止研修などが実施
出来れば理想ですが、厚生労働者が作成した HP
「明るい職場応援団」は内容が充実しており、HP 
を見るだけでもかなり知識が得られます。 
参考にしてみてください。 



◆下條恵理子会員 
 今年、タワーレコード第 1 位を頂きました。クラシッ

ク名曲ＣＤアルバム「人生で聴いておきたい名曲」に続
きまして、ご自宅でコンサート体験できる「あなたの元
に届くコンサート」ＤＶＤが新発売しました！ 
皆様の応援のおかげです。ありがとうございます！  

◆親睦委員会 
 岡崎哲也様、本日は宜しくお願い致します。 
遠藤久乃さん、ようこそおいで下さいました。  

◆SAA一同 
ようこそ中原 RC へ！ 

本日の岡崎様の卓話、大変楽しみにいております。 

宜しくお願い致します。   
◆「みんなニコニコ」 
 岡崎様、ようこそお越し下さいました。 

市川 功一会員・小林 正樹会員・神谷  直会員 
神林 久雄会員・菅野 研一会員・坂本 暁彦会員 

 

 

１２月４日「米山記念奨学生を囲む集い」 

 

ホテル横浜キャメロットジャパンにて開催 

第 2 部のアトラクションで、奨学生３５名が５人ずつ

のチームになって新聞紙１０枚だけを使ってタワーを

作るゲームをし、なんと優勝！！ 

御褒美に、カウンセラーと共に、それぞれのクラブ自慢

をしていただきました。 

（地区米山学友委員 都倉八重子会員より） 

 
 
会長報告 宮崎 玲児 会長（１月６日） 
 
１．理事会報告 
  
幹事報告 江口  進 幹事（１月６日）   
１．地区からの来信 

①オンラインＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ研究
会）パート２開催のご案内が届いております。 

 日時：2022 年 1 月 23 日(日) 9：00～17：00  

 研修方法：オンラインでの少人数でのディスカッシ
ョン形式   

申込締切：2022 年 1 月 14 日(金) 参加費：無料 
 
②「ロータリーの友」女性会員の声アンケートへの協
力依頼が届いております。 

 女性会員様へメール転送させて頂きました。ご協力
をお願い致します。 

 

 

２．川崎中央 RC より、ＩＭ開催にあたり登録料振込
の依頼と、当日の受付については各クラブにて 

対応いただきたいとの依頼状が届いております。 

 

３．他クラブ例会臨時変更  
●川崎麻生 RC  

1 月 7 日(金) 夜間例会を昼例会に変更  
ホテルモリノ  点鐘 12：30  

●川崎中 RC  
1 月 11 日(火) 新春初例会   点鐘 12：30 

  1 月 18 日(火) 休会  
●川崎鷺沼 RC  

1 月 12 日(水) 夜間例会に変更 点鐘 18：00 
  1 月 19 日(火) 昼例会に変更  点鐘 12：30 
  2 月 9 日⇒7 日(月) ＩＭ参加  
●川崎とどろき RC  

1 月 17 日(月) 新春初例会   点鐘 12：30 
  1 月 24 日(月) 休会  
●川崎中央 RC  

1 月 17 日⇒11 日(火) 新春 4RC 合同例会  
川崎日航ホテル 点鐘 12：30 

  1 月 31 日(月) 新春夜間移動例会  
●川崎ﾏﾘｰﾝ RC  

1 月 27 日(木) 富津シティ RC と合同夜間例会 
川崎大師参拝 

ニコニコボックス 本日 16,000 円 累計 190,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 45,000 円 

 
例会情報   

１月 ６日(木) 点鐘 12：30 
卓話：元ＩMＦ(国際通貨基金)  

日本代表理事 小手川 大助様 

「 国際政治経済情勢 

-バイデン政権の政策とアフガン撤収- 」 

 

１月２０日(木) 点鐘 7：15（早朝例会） 
卓話：元神奈川県知事・前参議院議員  

松沢 成文様 「2022年 政局を見る」 

 
２月 ３日(木) 点鐘 12：30 
卓話：「公職選挙法について」小島様 

 
２月１７日(木) 点鐘 7：15（早朝例会） 
卓話：「人権について」 

国際人権 NGOアムネスティ･インターナ 
ショナル 神奈川担当者 


