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会次第
1．点鐘
2．ロータリーソング 「国家君が代」「奉仕の理想」
3．ロータリーの目的
4．結婚記念・誕生日祝い

中澤 伸浩 会長

5．お客様紹介

皆さん、こんにちは。田崎様、当クラブ例会にようこ
株式会社 伝助

そお越し頂きました。本日は、青少年奉仕月間にち

代表取締役 田崎 尚樹 様

なんで、田崎様より『次世代に感動体験の機会を提

米山記念奨学生

供する「現代版組踊」の取り組みについて』卓話を頂

王 学朋 様

戴致します。田崎様は、一般社団法人越谷青年会議

6．会長挨拶

所の理事長を務められていたとき以来のご訪問となり

7．幹事報告

ますでしょうか。田崎様が、「現代版組踊」についての

8．3 分間ロータリー情報

活動をされているということを知り、今後当クラブとして

9. お客様挨拶

も何らかの形でコラボレーションできれば、さらに、で

10. 委員会報告

きれば田崎さんに当クラブに是非ご入会頂き仲間とし

11. 外部卓話「次世代に感動体験の機会を提供する

て事業活動が展開できればと祈念しております。今

『現代版組踊』の取り組みについて」

後ともお付き合いの程、どうぞよろしくお願いいたしま

12. 出席報告

す。
さて、GW 明けの例会となりますが、まずは何より

【次回例会案内】 令和 4 年 6 月 1 日
結婚記念・誕生日祝い／四つのテスト

IM 記念合同例会の開催・運営について、誠にお疲

会員卓話「ご両親への想い」

れ様でした。鈴木 IM 実行委員長におかれましては、

卓話者：太田靖彦会員、松井昭夫会員

一度ならず二度、開催の準備に向け陣頭指揮を執っ
て頂き、本当にありがとうございます。また IM 実行委
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幹事報告

員会の各委員長様、委員の皆様、そして当日朝早く
から集合して会場の準備設営・会の運営にあたって
頂きました会員の皆様に、改めて感謝申し上げます。
井上康生氏の記念講演や、モルドバ共和国への
人道支援寄附金の贈呈など、プログラムの内容も素
晴らしかったのですが、私はこういうイベント事の際、
何故か本筋のプログラム内容以外のことで、一人感
銘を受けたり、感慨に耽ったりということが多々ありま
す。今回の IM 記念合同例会でもそのような事柄がた

今井 英治 幹事

くさんあって、全部を話していると時間が無くなってし

（地区より）

まうのですが、一つには、今回井上康生氏の招聘に

・財団室 NEWS 2022 年 5 月号が届いております。

あたりご尽力頂いた宗岡様と松井会員のご関係という

・会員増強維持部門より 5 月 29 日（日）開催の「ロー

のがそれほど長いお付き合いであったのかということ

タリーを愉しむ会」ご案内が届いております。対象

を当日初めて知り、ご紹介及びご挨拶の中に現れる

者が、入会 5 年未満・今年度会長・幹事・会員増強

一つ一つの言葉に、宗岡さんと松井さんお二人の人

維持委員長と次年度会長・幹事・会員増強維持委

間性といったものがにじみ出ているような感じがして、

員長・その他希望者になっております。ご参加可能

深く感銘いたしました。

な方は、幹事今井までお申し下さい。宜しくお願い

それと、会場設営に際しては机や旗立てなど、重く

致します。

て大きなものを動かす必要が生じますけれども、こう

・2022-23 年度、事務局研修会のご案内が届いてお

いったときに、小宮山さんや、酒井さん、もちろんお

ります。6 月 10 日（金）に開催致します。事務局の

二人だけではないのですが、本当に力持ちの方の力

杉山さん、ご参加お願いいたします。締め切りは 5

強さに感銘してしまいます。私などは本当に非力で、

月 30 日（月）となっております。ご参加の可否に関

私のような人間ばかりだと、有事の際には本当に困っ

わらず、地区事務所までご返送お願いいたしま

てしまうなあと感じてしまいます。

す。

そして、小林光則ガバナー補佐なのですが、本当

・埼玉県腎・アイバンク協会より、第 33 回総会のご案

にお世辞ではないのですが、映えますよね。身長も

内が届いております。6/18 日 14 時から、埼玉県民

あってスラッとスタイルも良く、スーツの着こなしも良く、

健康センター1F 大会議室 C にて開催されます。ご

写真でも映えますしステージでも映えると改めて思い

関係の会員は、宜しくお願い致します。

ました。ガバナーには「映え」も必要な要素と聞いて
おりますので、是非今後、小林光則ガバナー補佐が

（クラブより）

ガバナーに向けてという機会が訪れた際には、サポ

・IM5 クラブ合同例会、越谷北 RC 打ち上げのご案
内を FAX しております。5/16 日（月）18：00～ 南

ートして参りたいと思います。
会員の皆様全員のご協力の下、IM 記念合同例会

越谷のすけ田楽となっております。是非ご参加宜し

が無事に開催できましたこと、改めて感謝申し上げ、

くお願い致します。出欠の確認がまだの方は幹事

会長挨拶に代えさせて頂きます。本日の例会もどうぞ

今井までお申し付け下さい。宜しくお願い致しま

よろしくお願いいたします。

す。
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・RLI パートⅢの受講修了書が届いております。

ったと思います。あと 2 年ぐらいはなんとか目指したい

・地区より、大熊会員に委嘱書が届いております。

なと思っています。
誕生日の方は今年で 57 になります。ロータリーが

本日の幹事報告は、以上になります。

丁度 15 年目ぐらいです。まだ動けるうちは頑張って

結婚記念・誕生日祝い

行きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

（結婚記念）

3 分間ロータリー情報

山本 正乃 会員 ・ 本間 睦人 会員
大濱 裕広 会員 ・ 吉田 実 会員
（誕生日祝い）
堀野 眞孝 会員 ・ 黒田 幸英 会員
本間 睦人 会員 ・ 長谷川 真也 会員

黒田 幸英 会員
失敗は成功の基、必要は進歩の母といいます。
2020 年の始めから今も続いているコロナ禍での生活、
ロータリークラブの在り方もこの 2 年余りで大分変りま
した。例会の在り方などもその一つです。幾分古いロ
ータリーの友ですが、2021 年の 6 月号 23 頁に浦和
中ロータリークラブの投稿記事が掲載されていました。
侃侃諤諤というコーナーに載っています。新型コロナ
体験、得たこと失ったことの特集記事です。
「侃侃諤諤」（※2021 年ロータリーの友 6 月号より）
2 度目の緊急事態宣言の発出で例会を休会とする
クラブがある中、私たちのクラブは Zoom によるオンラ
イン例会を行うことを選択しました。
初めて緊急事態宣言のあった昨年は、3~6 月の例
会を休会としましたが、例会のない生活に慣れてしま
い、理由はさまざまですが、その年度で 7 人の退会者

本間 睦人 会員
皆様こんにちは。結婚も誕生日も両方 5 月です。結

を出し、有能な人材を失うという高い代償を払うことと

婚記念日は 7 日だったのですが、すっかり忘れてい

なってしまいました。

ました。娘に指摘されて慌てて何もできませんでした。

例会を顔で合わせていれば、態度や様子の変化

結婚 28 年目です。吉澤さんの親御さんに仲人して頂

などを察して声を掛け、相談に乗るなど、何かしらで

いて式は椿山荘で挙げました。会田会員も椿山荘だ

きることがあったのではないかと、いまだに残念でなり
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ません。「元気？ 変わりない？ 仕事はどう？」程度
でもよいので、顔を合わせ、たわいもない会話を週に

委員会報告

1 回程度は交わすことの大切さを、身をもって感じま

IM 実行委員会 鈴木 英男 委員長
4 月 27 日の IM 記念合同例会では朝早くからご協

した。
そこで 2 度目の緊急事態宣言後は、同じ轍を踏ま

力頂いてありがとうございました。当日はモルドバ共

ないためにも、「オンラインであっても実際に顔を合わ

和国の駐日大使に支援金を贈呈することができまし

せるような場にしましょう！」ということになりました。幸

た。

い、昨年途中から Zoom を取り入れたハイブリッド例

また、井上康生氏の記念講演では松井さんにお世

会を始めることに成功していましたので、移行はスム

話になりました。太田さんにもご協力頂きまして、4 月

ーズにできました。（以下略）

25 日の東武よみうりにも掲載できまして当日は予想し
たよりも多くのお客様をお招きすることができました。

越谷北クラブでも現在、Zoom とリアルに依るハイ

皆様に感謝を申し上げます。ありがとうございまし

ブリッドで行っています。現状に問題は有りませんが、

た。

二つには違った特徴が有り、良い点に違いがありま
第 8G ガバナー補佐 小林 光則 様

す。どちらの例会に出席するかを常に選択する必要
があり、リアルの例会の補完として Zoom による例会

合同例会に置きましては、皆様に細かいところまで

が有るとするのかをもう考える時期かと思いながら記

お気遣い頂きまして大変スムーズに例会を行う事が

事をご紹介しました。

できました。2770 地区の IM は全て中止になった中
で、似たような形でできたのは当グループだけです。

お客様挨拶

記憶に残る例会となりました。皆様に御礼申し上げま
す。
そして最後になりますが、大濱さんはこの一年間本
当によくやってくれました。大変素晴らしい事務能力
を発揮して頂いて支えてくれました。ありがとうござい
ました。
第 8G ガバナー補佐幹事 大濱 裕広 様

米山記念奨学生 王学朋 様

皆様、朝早くから最後までご協力頂きましてありがと

皆様こんにちは。私は今、一週間に 3 回の研究指

うございました。

導に入っています。また、私は休みの日より忙しい日

モルドバの支援のお金も中澤会長始め皆様の会

の方が好きなので、土日はアルバイトをして頑張って

費の中から頂きましてなんとか百万円という大きなお

います。

金を支援することができました。

先週は木曜日東京のお台場に大学の友達と行き

まだ年度は終わっておりませんので、最後まで務

ました。海辺でのんびりお散歩したり大学の人と一緒

めて行きたいと思います。どうもありがとうございまし

に話したり楽しみました。これからもよろしくお願いし

た。

ます。
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沖縄に伝わる琉球古典芸能「組踊」にセリフ、音楽、
所作、舞踊を合わせた「歌舞劇」です。

株式会社伝助 代表取締役 田崎 尚樹 様

南島詩人平田大一が演出、脚本、詩作

『次世代に感動体験の機会を提供する「現代版組

地域に眠る伝承・伝説にアレンジを加え、次世代

踊」の取り組みについて』

の若者を中心に作り上げた感動の舞台が「現代版組

青少年奉仕月間として田崎様に卓話をして頂きまし

踊」です。様式美を忠実に継承する「伝統組踊」の歴

た。卓話はマインドマップを資料として行われました。

史に敬意を払いながらも、郷土芸能の未来を拓く革
新的なジャンルとして国内はもちろん海外からも高い

■自己紹介

評価を得ています。今から 22 年前の 1999 年、沖縄

（1）自身

県うるま市で誕生した「肝高の阿麻和利」から始まり、

田崎 尚樹 1980 年 2 月 17 日生まれ

現在では沖縄県から北海道まで全国各地に広がり、

千葉県生まれの越谷育ち

全 17 団体が活動しています。

（2）家族

共通する理念は、舞台づくりなどの活動を通した①

嫁、娘（北中 2 年）

子ども達の感動体験と居場所づくり②ふるさと再発見

（3）職業

③子どもと大人が参画する地域おこしです。

株式会社伝助 WEB 制作・運営サポート、各種デ

特徴は、地域に住む子どもたちが、その土地の歴

ザイン

史物語を演じることで、本当の意味で歴史や地域を

クリエーション・ビルド株式会社 建築・不動産業

知ることになり郷土に対する愛着や誇りが生まれるこ

（4）経歴

と、それぞれの舞台に本格的なオリジナルソングがあ

（一社）越谷青年会議所

り一体感と躍動感が増すこと、また、各チームの垣根

2013 年 入会 青少年育成関連委員会に所属

を超え歌い踊られる「ダイナミック琉球」では、エイサ

2019 年 第 46 代理事長

ー演舞で子どもたちが踊れる曲として、小学校の運
動会などの演目に活用されるほか、甲子園をはじめ

■現代版組踊とは

様々なスポーツの応援歌になっていることです。加え
て、子ども中心の活動のため高校 3 年生で卒業する
ため、毎年最年長メンバーが入れ替わり、立場や役
割が変化しています。
■チーム息吹について
2010 年福島県南会津にて、沖縄県外で初の現代
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版組踊シリーズとして誕生しました。物語は現代版組

で、周りの大人たちの変化を感じることになり、単なる

踊「息吹～南山義民喜四郎伝」です。大筋は同じ物

芸能活動に留まらないこの活動の本質に触れること

語ですが、何度観ても感動し涙するものになっていま

ができました。

す。その理由は、毎回キャストが変わること、同じ舞台

私の考える次世代育成は、単に子どもたちを育て

は二度と無いためキャストが本気で役に向き合い思

るのではなく、子どもたちは自分たちで育つということ

いを寄せるからです。

が前提で、私たち大人は成長の機会を提供する事と

活動目的は次世代育成です。「できない」を「でき

考えています。そのため、より良い機会をより多く、越

る」に変える人間力向上をテーマに、大人の言う通り

谷の子どもたちにも「感動体験」という成長の機会を

に従う子どもに育てるのではなく、何故できないのか、

創出したい想いがあります。

どうすればできるのかを自ら考えて行動する習慣を身
に付けます。そして、子どもが変われば大人が変わり、

■息吹越谷公演

大人が変われば地域が変わると考えを持っていま

越谷の子どもたちや越谷の子どもたちの未来を願

す。

う大人たちに、現代版組踊の活動に触れてもらいた

福島県、茨城県、埼玉県の小中高生で構成されて

いと思っています。

おり、越谷支部は 10 名在籍しています。
（参考動画）

2022 息吹喜多方公演 CM

Lake&peace2021 特別出演

https://youtu.be/9CiwWM8

https://youtu.be/V7ISA57

P5y8

DC38

■出会い、そして思い描く未来
10 年ぶりの越谷公演が 2022 年 8 月 13 日（土）に

息吹との出会いは娘が小 3 の運動会でエイサー「ダ
イナミック琉球」を踊ったことがきっかけです。本物の

越谷サンシティホール大ホールで開催されます。

エイサーを観に粕壁エイサー祭りへ行った事でチー

是非、観劇を観に来てください。

ム息吹と衝撃の出会いを果たしました。プロデューサ
「ご協賛のお願い」

ーに DM を送り、娘にやらせてあげたいという想いで

本活動は儲けが目的ではありません。多く集まれ

越谷支部に加入しました。

ば越谷での舞台立ち上げが可能になります。

始めは娘を応援する保護者という立場でしたが、
活動を通じ子どもたちの成長を目の当たりにすること
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中澤伸浩会長提言 「感謝の気持ちを奉仕につなげよう」
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2021-2022 国際ロータリーテーマ
第 8 グループ

“奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために”

RI 会長

シェカール・メータ

渡辺 裕介 櫻井 保彦 大塚 具視
・田崎尚樹様ようこそ。本日卓話宜しくお願い致しま
す。当クラブへのお早いご入会お待ちしておりま
す。
大熊 正行
・誕生日のお祝いありがとうございます。本当に世界
平和を心から祈ります。
素敵な卓話を頂きありがとうございました。

堀野 眞孝
・誕生日祝いを頂きありがとうございます。
黒田 幸英
・本日もよろしく！

・本日卓話の機会を頂きありがとうございます。どうぞ

太田 靖彦

よろしくお願い致します。

・本日宜しくお願い致します。

株式会社伝助 田崎 尚樹 様

松井 昭夫

・IM 記念合同例会において大変ご協力頂き誠にあり

・世界平和の為に

がとうございました。

宮﨑 敏博

第 8G ガバナー補佐 小林 光則 様

・本日もスマイルありがとう。

・本日宜しくお願い致します。

青木 清
松井 昭夫

出席報告

・田崎様ようこそお越し頂きました。本日卓話よろしく
お願いします。IM 記念合同例会、会員の皆様の

会員数

43 名

ご協力ありがとうございました。

出席者

34 名

出席率

82.9 %

中澤 伸浩
・IM5 クラブ合同例会お疲れ様でした。皆様のご協
力ありがとうございました。（株）伝助、田崎尚樹様
ようこそ！本日卓話宜しくお願いします。王学朋君
ようこそ。本日も宜しくお願いします。
今井 英治
・IM 記念合同例会では朝早くからご協力頂き有難う
ございました。皆さんのご協力により、無事に終え
ることが出来ました。
鈴木 英男
・お客様ようこそ。田崎様、卓話よろしくお願い致しま

青少年奉仕月間として、青少年奉仕の櫻井委員長

す。

がプログラムの説明、卓話者の紹介を行いました。
須賀 篤史 深野 秀樹 松﨑 義一
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