
 

 

R.I 会長 田中 作次 

国際ロータリー第2840地区 2012-2013年度 国際ロータリーのテーマ 

Ｐｅａｃｅ Ｔｈｒｏｕｇｕ Ｓｅｒｖｉｃｅ 

善意というものがないなら 
  ロータリークラブは唯の社交クラブだ。 
  職業は金儲けのためでしかなく、 
  社会奉仕というも施しにすぎず、 
  国際奉仕は外交以外の何ものでもない。 

２０１２年 

会長 北川 洋 幹事 大友 一之 
クラブ会報・広報委員会   山田 実・高橋 弘史・塚越 平人・村田 勝俊・桑原 志郎 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第２８４０回例会 
(１１月１９日(月)第３例会) 

１１月２６日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 出席１００％表彰  

５.  会長の時間 

６.  幹事報告 

７． 委員会報告 

８． 卓 話 「桐生からくり人形芝居の見方」 

   桐生からくり人形芝居保存会 

                  顧問 竹田 賢一 様 

９． 点 鐘 

 

〈卓話者〉桐生からくり人形芝居保存会 顧問 竹田 賢一 様      〈米山奨学生〉アリプ,ロサリナ・イルマ さん 

 

出席１００％表彰            

             

 

 

 

                   

                  米山奨学生 

                   ｱﾘﾌﾟ,ﾛｻﾘﾅ･ｲﾙﾏさんへ 

奨学金授与 

 

会長の時間 

本日、我々の2840地区と今回の例会が第2840回という

ことで、その記念としてささやかではございますが、アッ

プルパイを用意いたしましたのでお召し上がり下さい。

また、国際ロータリー事務総長ジョン・ヒューコ様より吉

野一郎パストガバナーへのお悔やみが届いております

のでご紹介いたします。 

 「拝啓 吉野一郎パストガバナーご逝去の報に接し、 

 悲しみに堪えません。田中作次RI会長並びにRI理事 

 会に代わり桐生 RC 会員ご一同様に、心よりお悔やみ 

 申し上げます」 

最後に今日からえびす講です。この時期になると急に

冷え込んで参りますが、インフルエンザや風邪が蔓延し

始めますので、手洗い、うがいをしっかり行って体調管

理をしていただければと思います。 

 

 

【報 告】 

 ・11/11 ロータリー財団セミナー(牛膓Ｅ出席) 

 ・11/12 14(水)桐生５ＲＣ合同夜間例会に振替休会 

 ・11/14 桐生５ＲＣ合同チャリティーゴルフコンペ 

                      (赤城ＣＣ6 名参加) 

      桐生５ＲＣ合同夜間例会(桐生プリオパレス                   

                      （32 名参加) 

 ・11/15 ＩＡＣ表敬訪問(会長・幹事・新世代奉仕委員長) 

      親睦活動委員会・S.A.A 家庭集会(美喜仁) 

【予 定】 

 ・例会終了後、第 2 回クラブ協議会 

 

幹事報告 

・米山奨学会より「ﾊｲﾗｲﾄよねやま」が届いております。 

・すばらしい歌津をつくる協議会より、会報「一燈」が届  

 いております。 

・日本てんかん協会より「からっかぜ」が届いております。 

・桐生南、桐生西、桐生赤城、足利の各ＲＣより週報到   

 着。 

・疋田ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より、群馬災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金(積立 

 金)作りのチャリティーコンサート(三輪明宏・コロッケ)ご 

 支援のお願いが届いております。 

・群馬県肢体不自由児協会より、手足の不自由な子ど 

 もたちを守り育む運動頒布事業へのご協力依頼が届 

 いております。 

・本日例会終了後、クラブ協議会を行いますので理事・ 

 役員・委員長の皆様は、よろしくお願い致します。 

 

北川   洋君 35 回 
村田 勝俊君  7 回 
 

ようこそビジター 



 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 24 年 11 月 19 日) 

総員 66 名：出席 42 名 

平成 24 年 10 月 29 日例会修正出席率：91.37％ 

平成 24 年 11 月 5 日例会修正出席率：89.65％ 

 

ニコニコボックス 

大友一之君…山﨑一順会員からクラシックカーフェステ

ィバルの写真を頂きました。／竹内靖博君…結婚祝／

小島弘一君、吉尾憲明君…誕生祝／北川洋君、堀明

君…出席 100％／北川洋君、疋田博之君、舘盛治君、

牛膓章君、養田隆君、坪井良廣君、野間義弘君、森末

廣君、川村隆君、須永博之君、大友一之君、澤田匡宏

君、竹内靖博君、柳明彦君、木村洋一君、月門快憲君、

久保田寿栄君、吉尾憲明君…写真を戴きました。 

卓 話 

 

 
 

 

 

 

 
桐生からくり人形芝居館には、江戸文化の

名残を留める人形が 48 体あります。 

そのレプリカ人形が、35 体あり４つの演目と

して｢曽我兄弟夜討ち｣｢巌流島｣｢義士討ち

入り｣｢助六由縁江戸櫻｣の舞台が観られま

すが、市民有志が互いの知恵と技術を出し

合いながら制作したものであります。 

 からくり人形芝居は、寛文２年(1662)に近松門左衛門と竹田

出雲が京都四条河原に芝居小屋を建てたのが始めで、大阪

道頓堀でからくり人形芝居は定着し全国に広まったと伝えられ

ており、桐生では、明治 27 年(1894)に桐生天満宮御開帳の付

け祭りに、八代目竹田縫之助がからくり人形芝居を興行した

のが最初で、昭和 36 年まで都合６回開催されましたが、その

貴重な人形が市民の蔵の中から発見され、私達は九代目竹

田からくり座を継承して保存と復元に励んでおります。 

  そこで、桐生からくり人形芝居館内にある人形にまつわる

エピソードを披露します。 

①芥川龍之助が幼い頃、先生が曽我兄弟はどちらが兄かと

問うと、｢十郎が兄です｣と答えたら、正しく答えたのに皆に笑

われたとあるが、曽我兄弟は３人いた、兄は一万(後の十郎)弟

は箱王(後の五郎)そして父の死後生まれたのが御坊(後の伊

東禅師)である。 

  東国武士には、同族の領地争いが多く近親相姦もあり、兄

弟の父が討たれて死んでから一万は、祖父の子と見立ててそ

の末っ子伊東九郎の弟に準じて十郎と名乗り、箱王は江島小

四郎の弟に準じて五郎と名乗ったという説がある。 

②桐生川より梅田村大字大堰から導入した潅漑用水は、下久

方字町屋(群馬大学横)を経て押出地区に分水し、その流れは

桐生ケ岡丘陵に沿って西南に向かい、天満宮裏から境内太

鼓橋下を通り、本町通りを沿って流れておりました。大正時代

までこの疎水の流れに水車を設置し、それを動力源として利

用されていたので、当時を再現して｢巌流島｣の舞台を移動し

て、高須孝重氏寄贈の水車動力で見事｢水車からくり人形芝

居｣を成功させました。 

 

 

③宇治川の先陣という人形があり、昭和３年祭りが終わり赤字

となったので競売に付され、斉藤重三郎氏が当時の金額で４

００円で買ったものを息子の福一郎氏が、芝居館に寄付されま

した。 

 当時の物価指数は女工の日給が 85 銭９厘だから 466 日働

かないと、４００円にならない。 

 当時の首相の月給が８００円というから相当高額の値段でこ

の人形は落札された｢美術的演芸活人

形｣と称されている。 

④その宇治川の先陣争いは、｢平家物

語｣第９巻にあり、源頼朝の名馬｢いけず

き｣をどちらが拝領するかで、佐々木四

郎高綱と梶原源太景季という義経配下

の二人の勇将が、木曽義仲追討の宇治

川の決戦(1184)で、佐々木四郎が｢おぬし、腹帯が緩んでお

るぞ、締めなされ｣と声をかけ、源太が馬を止め結び直してる

隙に追い抜き見事先陣の名乗りを挙げた伝説の人形があり、

その由来を桐生市梅田町高園寺にある。住職佐藤憲秀氏に

よると、元暦元年(1184)本堂脇の池で、小僧が馬の背を洗っ

ていると、領内を巡視の桐生家の家臣が見て｢素晴らしい馬

だ｣と感嘆し、早速領主桐生綱元公に言上し、その馬をお買

い上げになり｢名月の夜、池でからだを洗って磨き挙げた馬じ

ゃ、池月と名付けよう｣と、源頼朝に献上された馬じゃそうな。

又もう一騎は｢する墨｣で隣地の飛駒から産したもので、その他

に馬立という地名もあり、その昔梅田は名馬の産地であったと

いう。 

⑤芝居館の舞台演出には現代的仕掛けが見られる。曽我兄

弟夜討ちでは、一人がスイッチを入れると、人形が所作をしな

がら移動してゆくと、セクションでマイクロスイッチが入り、次の

人形にアクションを起こさせたり、照明から戸の開閉までオート

メーションで舞台展開を図る仕掛けがある。巌流島では武蔵

が櫂で真空斬りして佐々木小次郎を倒す時、額の鉢巻が切

れて前に倒れ込み、義士討ち入りでは、清水一学が堀部安兵

衛に斬られる瞬間に髪の元結が切れてザンバラ髪となる。助

六は舞台下からセリアガリで登場すると、啖呵を切りながら蛇

の目傘をサット開く仕草がからくりの圧巻である。 

⑥オルジナル人形の顔は、当時の作家が有名人を連想して

作ったのか、大石良雄は板東妻三郎に似ていて、佐々木小

次郎の恋人免弥は山田五十鈴にソックリである。羽衣は昭和

36 年代流行歌手の、コロンビアローズと朝倉ゆりに似ていると

か噂は絶えないが、二人とも桐生出身の歌手なので身びいき

の点は割引したい。 

⑦｢助六由縁江戸櫻｣を 58 年振りに復元した経緯を述べると、

先ず研修に江戸東京博物館で、助六等身大の模型を参考に、

杏葉牡丹の家紋を調べたり、人形町や浅草の人形店で小道

具を購入して準備した。更に歌舞伎で NHK 収録のＤＶＤ録画

は３時間もあり、難解なセリフの台本を取り寄せコピーして通読

し、歌舞伎通といわれる方から指導を戴き、約 10 分間の台本

が出来あがった。歌舞伎と相違するのは花道という出端がな

いので、セリアガリで助六登場とし、見せ場の啖呵と傘をワンタ

ッチで開かせるアイデアなど出し合った。天井から網を下げて

桜の花びらを散らす効果演出や、全員で舞台を盛り上げたも

のです。 

 

「桐生からくり人形芝居 

             の見方」 

桐生からくり人形芝居保存会 

     顧問 竹田 賢一 様 

【次回例会予告】 

♦ 12 月 3 日(月)  

   卓 話： 桐生 RC60 周年記念式典について 

   食 事： 仙 季 


