
第1964回例会 2017年3月7日（火）(天候) 晴れ №31 

点鐘 

開会 

国家斉唱：君が代 

ロータリーソング：「我らの生業」 

４つのテスト：竹澤SAA 

藤沢東ロータリークラブの理念：林幹事 

ゲスト・スピーカー  

乃羽ひとみ様（乃羽バレエスクール校長） 

乃羽バレエ団の皆様 

ビジター紹介   

平綿敏郎様（藤沢北西ＲＣ ＩＭ実行委員長） 

平綿聖広様（藤沢北西ＲＣ会長） 

バナー交換 なし 

会食・懇談  

-会長報告-  

・3/4（土）にメルキュール横須賀にて「女性

会員増強のためのセミナー」に出席してきまし

た。この企画は一人でも多くの仲間(新会員)を

増やしたいという佐野英之ガバナーの強い思い

入れで実現したものです。 

・本日もよろしくお願いします。 

-表彰＆特別挨拶-  なし 

-幹事報告- 

・本日例会後、理事会を事務所で行います。

・第51回 神奈川県ロータリアン親睦テニス 

 会のご案内が届いております。 

・例会変更通知が届いております。 

藤沢西RC 

 3/9(木)⇒親睦ゴルフ･夜間例会  

  16 日(木)⇒通常例会、23日(木)⇒26日 

第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ IM 振替、30日(木)⇒4/2 PW 

 等 

・本日、藤沢北西RCより平綿聖広会長と平綿 

 敏郎 IM実行委員長が来訪し、IMの御案内を 

 していただきます。 

-委員会報告- 

・第 3グループ IMについて IM実行委員長 

・ロータリーの友3月号抜粋雑誌・R情報委員長

・出席報告         出席副委員長 

・スマイル報告       スマイル委員長 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日  片岡啓次 会員 

       吉田成江 会員

配偶者誕生日 なし 

-卓話- 

「クラシックバレエの説明と披露」 

乃羽ひとみ様（乃羽バレエスクール校長） 

乃羽バレエ団の皆様 

点鐘 

閉会 

出席報告 

例会月日 総員（名） 出席（名） 欠席（名） 出席率（％）  メークアップ（名） 修正出席率 

２月２１日 ３３（３１） ２２   １０ ７０.９７   ７０.９７ 

３月 ７日 ３３（３１） ２３  ７ ７４.１９   
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クリスタルホテル５F「ボンヌ・シャンス」

          Bonne Chance



-スマイル-       

村木スマイル委員長 

【平綿敏郎 様 IM実行委員長】 

【平綿聖広 様 藤沢北西 RC】 

藤沢北西RCがホストを務める3月２６日（日）

の第 3 グループ IM の PR におじゃましました。

よろしくお願いします。 

【石田能治 会長】 

乃羽先生、本日はよろしくお願い致します。 

楽しみにしております。 

【林葉之 幹事】 

乃羽様、本日は、藤沢東ロータリークラブお越し

いただき、ありがとうございます。本日のバレエ

のダンス楽しみにしています。 

宜しくお願い致します。 

【入澤初子 会員】 

乃羽ひとみ先生、本日は御多忙のところ、ありが

とうございます。そしてバレエ団の皆様遠路のと

ころ、ありがとうございます。 

【吉田成江 会員】 

お誕生お祝い、ありがとうございます。 

【田中繁 会員】 

藤沢北西クラブの2人の平綿さん、ようこそ。 

【片岡啓次 会員】 

誕生祝いをありがとうございます。「すごろく」な

ら嬉しい“６”のゾロ目になりました。 

【小柴智彦 会員】 

乃羽ひとみ様、本日は宜しくお願いします。 

平綿会長、平綿 IM実行委員長、ようこそ。 

【吉田新一 会員】 

乃羽ひとみ先生、本日は御多忙中、ありがとうご

ざいます。藤沢北西 RC 平綿会長、平綿 IM 実行

委員長、本日はようこそいらっしゃいました。 

よろしくお願い致します。 

藤沢北西RC      平綿聖広会長 

会員誕生日  

片岡啓次会員

「昨年は入院生活を送りましたが、血液を入れ

替え、心機一転でがんばります」 

      吉田成江会員 

「会社形態を個人事業主に変更し頑張ります」 

第 3グループ IMについて  

平綿敏郎 IM実行委員長（藤沢北西RC） 

「今回の IMは従来までと異なり、IMと移動合

同例会を同一会場にて円卓の形式で行います。

一つには経費節減、二つ目は第 3Gr で親睦を

深めるため等の目的です。 

 また当日Rotary のタオルを販売します。」 



40 年の歴史です。2003 年までに 150 カ国

17 万人を超す会員を擁するようになりまし

た。 

8ページから「ローターアクト」・「いま」「む

かし。です。1970 年時代・1980 年時代の

懐かしい時代から、1990年時代と続きます。 

14 ページです。3月は「水と衛生の月間」

です。勝浦ロータリークラブがスリランカの子

ども達に清潔な飲料水を、と。松戸西ロータリ

ークラブが、モンゴル・ゲル地区の子どもたち

に綺麗な水を・・・。猪苗代ロータリークラブ

が、猪苗代湖を綺麗に、水道水に利用。 

１８ページ 「心は共に」は、東日本大震災の

時の、詳細な災害写真を２２ページあまりに渉

って、写真家アリソン・コーセル氏提供の貴重

な写真集です。今更に感慨深い思いです。 

23 ページ 「ロータリー衛星クラブがロータ

リークラブに」は、八戸中央RCの中村勉会員 

です、規定審議会の会則では20名未満でのロ

ータリークラブの成立は認められないので、そ

れ迄の暫定クラブを、衛生クラブというが「衛

星クラブの不思議味な力」もあります。 

24 ページ  世界のロータリーのニュースの

です。 

始めに、ナイジェリアです。第 9110 地区に

あるラゴス州の3クラブで1万3000ドルを

集めて州立大学と協力して足の変形異常のあ

る貧困家庭の子どもの治療を。 マレーシアの

コタキナバルバールロータリークラブは創立

2年目ですが、ボルネオ農村部の小学生を対象

とした英語力を高めるプロジェクトを作りま

した。 その他アメリカ・アリゾナ州・ダラス

RC・は、小型の飛行機を樂しむ。その他フィ

リッピンのマニラRC・アルゼンチンのオーバ

ンRCなど水の問題など、知らない国の活躍が

楽しいです。 

33ページ。来年度RI 会長の紹介です。冒頭に

「上質な、真剣な楽しみを語ります」 それは、

新会員の興味を引く事、末永い友情を築くこ

と。 イアンH・SライズリーRI 会長エレクト

はオーストラリア・メルボルン郊外で、開業し

ている公認会計士です。 

先ず、話題の中でなぜ若者にロータリーに入会

するべきかの質問にこたえるとしたら、一つ目

は友情です。二つ目は個人の成長、三つはビジ

ネス、四つ目は何も増して世界に変化をもたら

すチャンスであろうか。そして今まで、女性会

員を増やさなかった事で大きなチャンスを失

った。もっと女性会員を増やさなければいけな

いなどの抱負が楽しく述べられております。 

-委員会報告- 

ロータリーの友 平成 29年 3月号抜粋  

加藤信忠雑誌・R情報委員長 

横のページです。RI 会長・ジョン F ジャーム氏

のメッセージです。 

今月の標題は、 「多様性が私たちの強み」 

親愛なるロータリアンの皆さん、40年前、カリフ

ォルニア州デュアルティ・ロータリークラブは、国

際ロータリーの定款に反して女性会員の入会を認

めました。その事で除名されました。しかし屈する

事なく活動をつづけました。やがて 1989 年規定

審議会は、男性だけの資格条件を永久に削除しまし

た。勿論デュアルティ・ロータリークラブは再加盟

しました。 

今日、女性会員は世界で24万人以上が所属して

います。ロータリークラブは曾てより強い組織とな

りました。ロータリーはあらゆる種類の経歴、年齢、

文化、職業を問わず、男性・そして女性を必要とし

ております。それは世界中のあらゆる地域、国，町

がロータリークラブを必要としているからです。ク

ラブが地域社会を反映している程、地域社会に奉仕

しています。クラブの多様性こそ、ロータリーの強

みです。 

思えば、なぜロータリークラブが、女性会員を迎

える事に反対したのかを、振り返って見ると、それ

は、ただ単なる変化への抵抗だったのです。長い間

ロータリーが男性だったので、それを信奉していた

のに過ぎなかった。また、ロータリーが成長し続け

る為には、私たちが奉仕する世界をありのままに受

け入れる、その多様性こそ奉仕のニーズなのです。

今日のロータリアンは、40年前のデュアルテイ・

ロータリークラブに感謝すべきです。このクラブの

会員達の強固な意志、不屈の精神、不変の善意が「人

類に奉仕するロータリー」という今日の私達の土台

を築いたのです。 

７ページからは、 ローターアクターの活動の特集

です。 

正式にはローターアクトクラブと言います。 

年齢が 18 歳以上で 30 歳までの若者で構成しま

す。日本で最初に結成されたのは、1968 年 6 月

1日に川越ローターアクトができまして、それから 



36ページ。2017年度国際協議会リポートです。

「ロータリー・・変化をもたらす」 

1 月 15 日から 21日アメリカのサンディエゴで

開催されました。ガバナーエレクトのための研修

会です。写真の如く日本のガバナーエレクトもお

そろいの法被姿で登場しました。 

イアン H・Sライズリー国際ロータリー会長エレ

クトはスポーツ好きらしい格好で登場しま 

した。 

 「変化を起こす人になりますか」「変化の犠牲

者になりますか」 

 取材は  友の副編集長  野崎恭子氏です。

39ページまで続きます。  

41 ページは「よねやまだより」です。韓国の李

英愛さんです。世話クラブは札幌南RCの 

羽部会員です。イーヨシエさんは、私の今は札幌

ロータリーの会員です。私の誇りです。 

縦のページです。 

昨年の 5 月 8 日。2690 地区五島ロータリーク

ラブの創立50周年記念講演の要旨です。 

講師は 倉敷芸術科大学客員教授 濱家輝雄氏 

標題は 地方創生・・・ひと・まち・しごと 

、今、地方は人口減少、少子高齢化の波に飲み込

まれようとしています。本日は、地方創生と云う

タイトルを持って来ました。人・まち・しごとの

創生事業は、国が主体で地方創生といいます。そ

うでなく「地方」では、自分たちの町の名前に置

き換え、具体的に「OO創生」があります。「倉敷

玉島創生」も、容赦ない時代の流れの中で、故郷

の原風景や体験の詳細を地域の縦糸として伝えて

いかなければならない。観光客の多い倉敷の町に

は「風と土」の会があります。よそから来た人は

風、土地の人は土です、そこでまじ合って風土は

生まれます。人のあやが文化です。文化を継承し

て、若い人に繋げる、人を1人ぼっちにしない心

意気を持ってわが町らしい地方創生に繋げていく

事です。 

9 ページは、わがまち・そしてロータリーは、宮

崎県延岡東ロータリークラブです。 宮崎空港に

降り立って、中島会長・高橋副会長達のお迎いで

案内された所は、「先ずは大師さんで、今山大師」

青銅製で高さ 17 メートル、日本一高い弘法大師

の像がありました。2015年の地区大会は、この

住職がガバナーで、この時の大会コンセプトが「集

えロータリアン 水郷とお茶の街延岡へ」だった

そうです。そんな延岡東ロータリークラブのご案

内です。16 ページ友愛の広場  平塚北クラブ

の佐々木重輝会員から「ふるさとの偉人 八田與

一の足跡を訪ねて」平塚北クラブが姉妹クラブの

台湾桃園 RCの創立 55周年に招かれ、会長挨拶

の中で台湾人が最も尊敬する人、八田與一氏の足 

跡」と云う式典の挨拶。１８ページの卓話の 

泉、 一つは高松南ロータリー「コーチング」 

の話、一つは梅田RC鶴会員の「モバイルネ 

ットワークの進化」携帯電話の話題です。 

以上、3月のロータリーの友のご紹介です。 

http://www008.upp.so-net.ne.jp/nowa

 乃羽バレエスクールの乃羽ひとみです。本

日はこのような席にお招き頂きましたことを

心より感謝を申し上げます。精一杯頑張りま

すので、どうぞよろしくお願いします。 

 バレエスクールは1950年、バレエ団は

1980年創立で歴史があり、約400人の生

徒さんが在籍しています。茅ヶ崎を本校とし、

寒川、藤沢、大磯、秦野・渋沢にも分校があ

ります。 

乃羽バレエスクールから海外へ旅立った生

徒はフランス、モナコ、ドイツ、ロシア等に

留学し、国内・海外でダンサーとして活躍中

です。 

 早速ですが、ダンスをみていただきたいと

思います。 

最初は中学生のクラス 

卓話「クラシックバレエの説明と披露」 

乃羽ひとみ 様（乃羽バレエスクール校長） 

乃羽バレエ団の皆様 



「最近の子どもたちは手足が長く小顔で、ダイナミックなバレエができるようになりました」 

「キャラクターもの」 



【コンテンポラリー・ダンス】 

contemporary dance（英語） 

danse contemporaine（仏語）=発祥 

（舞踊芸術運動） 

欧米・日本とも、観客の存在をもって 

成立する創作的なダンスの総称として 

「コンテンポラリー・ダンス」の語が 

使われていく傾向にある。 

楽器（カスタネット）を使いながら 



「最後にプロのダンサーの方にお願いします。」 

【クラシック・バレエ（ballet）】 

西ヨーロッパで発生し、広まった歌詞・台詞を

伴わない舞台舞踊。及びその作品を構成する

個々のダンスのこと。 

 本日はありがとうございました。 

プロのバレエダンサーのみなさん 2017.03.07


