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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を 2013 年 3 月のロータリーレートは １ドル＝ 92 円

金沢百万石

インドがポリオ常在国のリストから除外されました。

昨年度は、ロータリーとロータリー財団にとって大きな達成の一年となりました。

ポリオ撲滅においては、著しい進展があり、インドがポリオ常在国のリストから除外

されました。この歴史的達成により、残る常在国は、アフガニスタン、ナイジェリア、

パキスタンの 3 カ国のみとなりました。最後の道のりは困難なものですが、ロータリ

アンと支援者の皆さまの懸命なご活動とご支援があれば、ロータリーは「ポリオのな

い世界」をもたらすことができると確信しております。

また、ロータリーは、マーシーシップスおよびユネスコ水教育研究所とパートナーシ

ップを結び、新しく効果的な方法で活動を切り開いています。ビル・アンド・メリン

ダ・ゲイツ財団、米国国際開発庁（USAID）、アガ・カーン大学、オイ コクレジット、

ロータリー平和センターとの協力関係も引き続き強めながら、人道的奉仕をさらに活

発に繰り広げています。

これまでにロータリーの新世代プログラムに参加した若者の数は、50 万人以上に上

ります。ロータリー青少年交換、ローターアクト、インターアクト、RYLA 行事に参

加する若者たちは、将来、奉仕志向の地域社会や世界のリーダー、そしてロータリアンとなるために必要なスキ

ルを身につけています。

ロータリー財団も、2012 年、慈善団体の格付けを行うアメリカ慈善協会（American Institute of Philanthropy）、チャ

リティー・ナビゲーター（Charity Navigator）、Wise Giving Alliance から、いずれも最高評価を受けました。

ロータリアンが成し遂げたこれらすべての成果を、私たちは誇りとすることができます。つきましては、こうし

た成果の一部をご紹介した 2011-12 年度国際ロータリーとロータリー財団年次報告（ここをクリック）の電子版を、

ここに謹んでご案内申し上げます。この年次報告をご覧いただき、入会や寄付に関心のある方々にもご紹介いた

だければ幸いと存じます。

ロータリーを通じて地域社会、そして世界に末永い恩恵をも

たらすための皆さまのご尽力とご支援に、衷心よりお礼申し

上げます。 心を込めてジョン・ヒューコ 事務総長 国際

ロータリーとロータリー財団 ツイッター：@johnhewko
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パストガバナーからの手紙 炭谷 亮一

「坂東玉三郎の世界」
中国伝統劇の女形は文化大革命によって、一旦断絶状態に追い込まれた。失われかけた伝統に、自らの演技で再

生を試みた日本人がいる。歌舞伎界を代表する立女形、「坂東玉三郎」(６２)である。(芸術に国境なしの格言通

りである)

「玉三郎」は０８年から昨年まで、中国の伝統劇である昆劇の傑作「牡丹亭」の公演に日中で計７０回出演。

その研ぎ澄まされた演技は、もう１つの伝統劇である京劇の伝説的女形、故梅蘭芳を引き合いに出して「梅蘭芳

より梅蘭芳らしい」と中国メディアに評された。「玉三郎」は現在パリで「牡丹亭」を公演中であり、なんと２月

１９日にフランス政府より「玉三郎」に芸術文化に貢献があったとしてコマンドール賞が授与されたと報道され

た。一人の「玉三郎」ファンとして受賞を心より祝福したい。振り返れば２０１０年４月の歌舞伎座のサヨナラ

公演の最終の舞台に歌舞伎界を代表する今年１月に亡くなった「市川団十郎」と「坂東玉三郎」二人の姿があっ

た。

大名跡の市川団十郎家は当然であるが、古い因習が色濃く残る歌舞伎座の世界で中程度の名跡の守田勘弥家の

養子である「玉三郎」が歌舞伎界を代表するなどと、とうてい考えられないことであった。ありえないことがお

こったのである。初舞台が歌舞伎座でも新橋演舞場でもなく「東横ホール」だった「玉三郎」が５０年以上にわ

たる努力と研鑽の結果、実力と人気で勝ち取った地位である。「玉三郎」は１５才位から、専門家の間では少しず

つ注目される様になり、あの「三島由起夫」は２０才の「玉三郎」の舞台を見て、“今晩、世界中でずいぶん沢山

の芝居がかかっていると思うが、「玉三郎」の「お三輪」よりも美しいヒロインはいないね、断言していい”と絶

賛した。

玉三郎が注目され出した頃は、１１代目市川団十郎早逝後、歌舞伎座には六代目歌右衛門が女帝として君臨し

ており、歌舞伎座への出演をこまばれた、歌右衛門の最も輝いていた時期であり、「三島由起夫」でさえ歌右衛門

の為数編歌舞伎を書いている。

しかし「玉三郎」には幸いなるかな、古い因習にとらわれない国立劇場がオープンし、これを拠点とした、更

にはその他の演劇のジャンルにも果敢に挑戦できる絶好の機会となった。「玉三郎」の挑戦は実にさまざまなるジ

ャンルへと続く、映画出演、映画の演出、新派、新劇、シェイクスピアやドストエフスキ等の西洋劇、クラシッ

ク音楽とバレエと玉三郎のコラボ、種々の演劇の演出、中国の昆劇への取り組み等、他ジャンルにおいても抜き

んでた才能を発揮した。例えば日生劇場の「マクベス」であるが、「玉三郎」はマクベス夫人を演じた、「玉三郎」

の演技の素晴らしさから初日から、幕間のロビーで早くも感嘆の溜息があちこちで聞かれた。もちろん「玉三郎」

のマクベス夫人に対してである。まことに品の悪い言葉ではあるが「女優は糞して寝ろ!!」とある専門家は思った

そうである。どんな名女優でも男性である「玉三郎」のマクベス夫人にはかないっこないという意味であろう、

かように「玉三郎」は女性よりも女性を自然に美しく表現できる役者なのだ。

この公演４日目で、すでに千秋楽までチケットは完売し、窓口では「マクベスを二枚」ではなく「マクベス夫

人を二枚」と言ってチケットを買う人が多かったとの伝説が生まれ、「客席の９９％は女性」とまで言われた。篠

山紀信が撮ったポスターは、貼った途端に剥がされるという人気ぶりだったそうだ。

１９８０年頃から「玉三郎」の歌舞伎離れが始まった。

そして実に容易に歌舞伎のジャンルを飛び越え、他のジャンルへ、更には国境をも越えて、まったく異なるジ

ャンルとのコラボなど獅子奮迅の大活躍であった。映画のアンジェイ・ワイダ、バレエのモーリス・ベジャール

をはじめ世界的な芸術家に絶賛されていた「玉三郎」だったが、そのまま他ジャンルで長く活動するのではなく、

まさにある日ひょっこり歌舞伎に舞戻ってくる、そしてそのたびに自身をスキルアップさせ、より輝かせて戻っ

て来た。そして又出かけて行った。しかし２１世紀に入って「玉三郎」は歌舞伎の方に軸足を移して来ている。

今までとは違って自身の為だけではなく、熊本のまさに消滅しそうになっていた芝居小屋「八千代座」の再建に

尽力したり、前述の中国の昆劇を再生させる等、芸術文化の復興、発展に力を入れている。

今年４月からの歌舞伎座のこけら落とし公演が、半年ぶりの歌舞伎の舞台となり「将門」の滝夜叉姫などを演

じる予定だと言う。今や押しも押されぬ歌舞伎座の立女形「玉三郎」として君臨しているが、彼の過去５０年の

進化の過程を見ていると、今後も新たなる境地を求め、開拓し続けるだろう。「未だ玉三郎は普請中」と言う言葉

を贈りたい。私は「玉三郎」に会えて幸せ者だ。「坂東玉三郎」は間違いなく歌舞伎４百年の歴史上「不世出の天

才」であり、「日本の至宝」である。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
点 鐘
ソング 『 我等の生業 』

四つのテスト

会長 挨拶： 昨晩、小学校の学

校評価委員会と呼ぶ会合が開かれ

ました。学校教育の現状や問題を、

教員と地域の委員が話し合う会合

です。この中で、問題となったの

は DS と呼ばれるゲーム機の普及

（むしろ流行）により、家庭における学習や、子どもたちの社会活動が損なわれている、ということです。学校

で調査した結果、帰宅して３時間以上ゲームに没頭している子が相当数いることが分かりました。地域の委員の

話を聞きますと、公園や児童館へ来てもゲームをしているそうです。家では保護者がうるさいから、目の届かな

687 回

ホテル日航 6F 弁慶

2013 2.21（木）19:00
出席率 17/35 48.57 ％

1 月修正出席率 71.43%



- 3 -

いところで楽しんでいるようです。もちろん、電気を無断使用する子もいます。

ゲーム機が携帯化されたため、人目の届かないところで楽しむ事も可能になりました。さらに、アトラクティブ

な機種が発売されているようです。最近の傾向として、学校サイドは保護者や生徒に対して強い態度に出ること

ができないようです。

私が、ゲーム機が子どもに良い影響を与える事実や可能性があるのか、と訊いて見ましたが、明確な答えは教

員や委員から出ませんでした。むしろ悪影響しかない、との声はあります。

原発、タバコのように社会にとって悪影響の強いものでも、経済と言う名のもとに、擁護されたり保護される

ものがあります。こどものゲーム機も企業の利益優先という社会的状況を有しているように思います。大人は事

の善悪を判断した上で、自己責任をもって、タバコなど、悪いことをあえてしている訳ですから、まだ致し方な

い点があります。しかし子どもは、善悪の区別が不十分であり、ひたすら欲求に引きずられていくだけですから、

問題は深刻です。教育者や保護者といった大人の責任が大きく問われる問題だと思いました。

原発、タバコ、ゲーム機、これらは社会を悪くするツールとして葬り去らねばなりません。それは大人たちの

仕事です。

さて、先日、宮城県のゆりあげ中学校の復活お琴を演奏していただきました、磯貝真紀さんと竹澤悦子さんか

ら、お礼のお手紙やおはがきを頂きました。ここでご紹介いたします。

「拝啓 残寒の候。ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。さて、先日の｛蘇った調べが繋ぐ絆｝コン

サートでは大変お世話になりました。ありがとうございました。遅くなってしまいましたが、お礼の気持ちをこ

めてカードを作りましたので 同封させていただきます。おかげさまで、先日、神戸での語り劇との公演も好評

のうちに 終えることができました。

これからも私にしかできない この活動を通して被災地の皆様の”心のケア“、そして被災地以外の場所では

”伝えていく事“”忘れないで“という事を細く長く続けて参りたいと思います。

今後とも ご指導・ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

末筆ながら、まだまだ寒い日が続きますので お身体を ご自愛くださいませ。 敬具

平成二十五年二月吉日 筝・磯貝真紀 」

ゲストのご紹介 (卓話者) 株式会社エイム代表取締役社長 吉田康志 様

(米山奨学生) 郭 蒓 様

奨学金の支給

ビジターのご紹介

郭 蒓さん：こんばんはあと一ヶ月です。是まで多くの事を教えて頂いたことを宝物としていきたい

とおもいます。

《食 事》
幹事報告・委員会報告

北山吉明会長： ８ RC で金沢市の全校児童の人命救助の表彰があり、本年は百万石 RC が代表になります。3 チ

ーム 26 名です。

木場紀子ガバナー補佐・R 情報委員長： 富山西 RC の宮本地区副幹事さんから電話があ

り、4/4（木）に是非ビジターとしてきて下さいとの事でした。富山市の電気ビルで 12:30
～ 13:30 です。

藤間勘菊ロータリー財団委員長： 阿原美和さんの送別会ですが、2/27（水）午後 当ホ

テルでいたします。

石丸幹夫会報委員長：会報に何回か記載しましたが、東京世田谷中央 RC の田北先生のお嬢さんの東京公演が 2013
年 3 月 20 日（祝）あります。S 席をご用意しております。本日が〆切りです。東日本大震災復興祈念チャリティ

・バレエ‘グラン・ガラ・コンサートでしてウクライナ・キエフ国立バレエ団でプリマとして活動されています。

ニコニコＢｏｘ ¥2,000- 本年度 ¥539,100- 残高 ¥4,616,316-
北山会長：吉田康志様、ようこそ雪の中を。ありがとうございます。 炭谷会員：吉田様、今夜

は御苦労様です。卓話楽しみにしています。

講話の時間
「 エイムの過去と未来 」 株式会社エイム 代表取締役社長 吉田 康志 様

略歴：生年月日：昭和 34 年 11 月 27 日(53 歳) 最終学歴 金沢大学 工学部卒業 1987 年 株式会社エイム 開業

のため入社 1999 年 エイム 21 店支配人 2004 年 代表取締役副社長 2006 年 代表取締役社長 現在

株式会社エイム 代表取締役社長
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講話：こんにちは！エイムの吉田です。エイムとは英語の目標

とか目的です。社の目標を達成したい。

お客様が良い生活を送っていただきた

い。1987年からで 5月で 25年たちます。
県ではこの職業は三番目となります。

NHK の取材では過当競争かともいわれ
ました。金沢市ではフィットネスクラブ

は 10 店舗ありますが私共の店は 3 店舗
です。又県内５店舗あり、名古屋にも 1
店舗があります。また管理のみの所もい

くつかあります。皆運動でストレスの発

散と健康増進をはかりますが、一号店に

は思い出があります。スポーツ＆メディカルクラブいうことで

したが、健康のためにやっているのに「もしもお客が死んだらどうする」と言われ、いのちにも拘わる事をして

いるのだと思いました。しかし、メディカルの導入はむづかしく、運動と心電図のチェックをドクターにお願い

したりしました。

会員ははじめは平均 28 才でレオタードでエアロビクスやジャズダンスでしたが、今ではそんな人はいなく平均 52
才です。運動の種目も客の要求をはやくとらえて調整することが必要です。お客が増えると不満もふえます。

先ず駐車場です。どんどん足らなくなって立体駐車場も作りましたが、幹部が車の誘導がかりになったりしまし

た。－－－－－－大型郊外型クラブ はどうあるべきか、広域からの集客、高齢者対策、地域との密着なども大切

点鐘

《米山奨学会から今月のピックアップ記事》
新規ロータリー米山奨学生が決定！ 2013 学年度・新規合格者 519 人（応募者数：1,532 人）が決定しました。博
士・修士・学部課程奨学金が 492人、地区奨励奨学金が 10人、クラブ支援奨学金が 10人、海外応募者対象奨学金
（個人応募）が 7人。このほか、海外学友会推薦奨学金が現在選考中です。中国 44.3％、韓国 15.4％、ベトナム 10.0
％、台湾 4.6 ％の順となっています。今年は昨年度に比べ、中国・韓国・台湾以外の国籍割合が大きく増加しまし
た。 今後、継続奨学生の辞退などによって合格者数は変動しますが、新規奨学生および昨年度からの継続奨学

生を合わせた約 700人が、2013学年度米山奨学生となります。

事務局の歓迎送別会と郭 蒓さんの送別会
2/27ホテル日航 29Ｆ桃李 13:30～ 14.50
阿原美和さんの退職と村木早苗さんの就任、米山奨学生の郭 蒓さんの送別会がおこなわれました。 出席者

は岩倉舟伊智、木場紀子、宮永満祐美、藤間勘菊、上杉輝子、水野陽子、野城 勲、北山吉明、東海林也令子、

武藤清秀、永原源八郎、石丸幹夫、阿原美和、村木早苗、郭 蒓 の皆さん

阿原美和さん 村木早苗さん

郭 蒓さん


