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国際ロータリー第 2840 地区

2017-2018 年度 国際ロータリーのテーマ
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R.I 会長

イアンＨ.Ｓ.ライズリー

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。
パストガバナー
会長

クラブ会報・情報委員会

前原 勝

第３０４８回例会

（第 3048 回・第 3049 回合同掲載）

(１１月１３日(月)第２例会)
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７． 委員会報告
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「フラメンコの楽しみ方」
舞踊家 野村 裕子 様
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ようこそビジター
<卓 話 者> 舞踊家 野村 裕子 様
<米山奨学生> 沈 軼驊 君

<交換留学生> Everett Michael BISHOP 君
<ﾎｱﾄﾌｧﾐﾘｰ> 柴﨑 亜由美 様

会長の時間
出席 100％表彰
園田
腰塚

誠君
富夫君

6回
1回

米山奨学生
奨学金授与
沈

軼驊 君

交換留学生
お小遣い授与

Everett Michael BISHOP 君

日本に来て２ヶ月が経ちました。ロータリアンやホストフ
ァミリーの皆様が色々なところに連れて行ってくれたり、
学校では、剣道部に入部しました。もっともっと沢山経
験したいです。

《報 告》
・11/6 定例理事会
・11/10 家族会役員会
・11/11 補助金管理セミナー 松島会長ｴﾚｸﾄ・大友副会
長・須永Ｒ財団委員長・木村副幹事・村田地区
補助金委員・久保田地区ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金委員
出席
《予 定》
・11/13 群馬大学理工学部外国人留学生懇談会
会長・飯塚国際奉仕委員長 出席
・11/16 桐生第一高校ＩＡＣ表敬訪問
会長・幹事・大島青少年奉仕委員長
朝倉青少年奉仕副委員長・飯塚青少年奉仕委員
・11/18 地区指導者育成セミナー
ＲＩ会長代理歓迎晩餐会 会長・幹事・会長Ｅ
・11/19 地区大会
懇親会
・11/20 11/19(日)地区大会に振替の為、休会
・11/22 未来の夢計画(贈呈式)
・11/23 ゴルフコンペ 赤城ＣＣ
・11/25 ＲＬＩパートⅢ 木村副幹事 出席
・11/27 例会終了後、クラブ協議会

幹事報告
・桐生西・桐生赤城の各ＲＣより週報到着。

・11/19(日)は、地区大会です。高崎アリーナにて 8 時
30 分登録開始、9 時 30 分点鐘となります。入口で集
合写真撮りますので、お集まりください。
・次週 11/20(月)例会は、前日の地区大会振替の為、休
会となりますのでお気を付けください。

委員会報告
出席委員会
本日の出席(平成 29 年 11 月 13 日)
総員 65 名：出席 33 名
平成 29 年 10 月 30 日例会修正出席率：79.03％
ニコニコボックス
北川洋君…桐生市サッカー協会創立 50 周年祝賀会無
事終了しました／舘盛治君…久しぶりに野村裕子さん
にお会いしました／飯塚荘一君…野村裕子さんをお迎
えして／日野昇君、松田秀夫君…誕生祝／園田誠君、
腰塚富夫君･･･出席 100％／北川洋君、疋田博之君、
山﨑一順君、舘盛治君、牛膓章君、堀明君、岡部信一
郎君、前原勝君、岸田信克君、森末廣君、吉野雅比古
君、本田雄一郎君、村田勝俊君、須永博之君、園田誠
君、澤田匡宏君、竹内靖博君、桑原志郎君、柳明彦君、
木村洋一君、久保田寿栄君、飯塚荘一君、荒木千恵子
さん、岡野紀子さん、小林雅子さん、田中一枝さん、平
岩千鶴子さん、富澤剛君、中山賀司君、腰塚富夫君…
写真戴きました。

刻んでいきますので、皆さん手拍子を打って、一拍目に
足で音を出してみ
て下さい。・・・・・皆
で楽しくパルマで
音だし、セビリアの
お祭りで踊るセビ
ジャーナスを踊っ
てみましょう。一同
爆笑！続いてマルカールという踊りの基本をやってみま
しょう。前原会長とエヴァン君が踊ってみる。一同爆
笑！の中で楽しさが伝わ
ってきました。１１月のエビ
ス講で川内の白瀧神楽の
皆さんとジョイントして白瀧
姫をテーマに「白瀧の舞」
を上演しています。神楽連
の皆さんにもフラメンコのリ
ズムを勉強してもらい、神楽のリズムとフラメンコのリズム
の共通点を共有して出来上がりました。神様に奉納する
コラボレーションです。言葉を使わないで、一つのシー
ンを共有したり、 いろいろな場所で空気を読むというこ
とがあります。私は息子が自閉症で殆ど言葉を喋らない
ので、言葉の大切さも強く感じます。今後も、皆様方の
ご協力をお願いして、桐生ならではの場所、桐生の文
化を取り入れた活動をして、私なりに桐生をアートして
いきたいと思います。
本日のお食事

卓 話

✿本日のお花✿

「フラメンコの楽しみ方」
舞踊家 野村 裕子 様
フラメンコはインドからスペイン、アンダルシア地方に伝
わり、ジプシーの人達が広めたといわれています。宗教
的な色合いも強く、イスラム文化の影響も受けているの
で、衣裳にもその色彩が表現されています。ヨーロッパ
の文化を日本人の私が取り組んでいることになります。
私は、桐生で特徴的な４つの舞台を上演しました。源氏
物語では女性の心情を、井原西鶴の好色一代女を、与
謝野晶子の和歌、短歌・・・自由な女性を、今年の有鄰
館芸術祭では道成寺では、女性の恋心をテーマに演じ
ました。共通しているのは、日本人として生まれ、日本ら
しさ「和」を根底において、桐生ならではのステージで、
シリーズにしています。フラメンコは、ジプシーが社会か
ら虐げられてきた心情を歌にして、心の叫びを表現し、
手近にあった鍋などを楽器としてつかって来ました。歌
から、手近な楽器からはじまりギターが入り、踊りが入っ
て進化してきました。フラメンコのリズムに触れていただ
こうと思います。フラメンコはギターカンタオーラ(歌ーカ
ンテ)、踊り手が合図を送りながら構成していきます。こ
のベースになっているのが、パルマ、手拍子です。３人
が一つになるためこれがずれると大変です。 三拍子を

五 大 重箱弁当

家族会役員会
11 月 10 日(金)ア・ラ・ターブルにて
家族合同忘年クリ
スマス会、家族会
旅行、桐生 RC 創
立 65 周年記念式
典の件をお話させ
ていただきました。

桐生第一高等学校インターアクトクラブ
表敬訪問 11 月 16 日(木)
会長・幹事・大島青
少年奉仕委員長・
朝倉青少年奉仕委
員・飯塚青少年奉
仕委員がインターア
クトクラブ活動に参
加してきました。

地区大会

201７－2018 年度国際ロータリー第 2840 地区
第 3049 回例会 －例会変更－
日時：平成２９年１１月１９日(日) 場所：高崎アリーナ(高崎市)

青少年交換学生エヴァン君代表スピーチ

2016-2017 年度クラブ表彰
米山功労クラブ 5000 万円達成
代表して大友副会長が頂きました。

青少年交換学生エヴァン君スピーチ

地区指導者育成セミナー

RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会

11 月 18 日(土)高崎ビューホテルにて

11 月 18 日(土)高崎ビューホテルにて

園田幹事発表
「メークをしてみて判った。
あのクラブは〇〇が素晴らしい」
園田幹事発表
「メークをしてみて判った
あのクラブは〇〇が素晴らしい」

田中ガバナー・北清治 RI 会長代理
前原会長・園田幹事(左から)

201７－2018 年度 未来の夢計画
日時：平成２９年１１月 22 日(水) 場所：桐生市社会福祉協議会
ふれあい・子育てサロン「こそだて子屋」 遊具贈呈式

搬入・遊具組立

贈呈式

桐生 RC 前原勝会長挨拶

桐生市民生委員児童委員協議会
会長 塚田 征子様 御挨拶

桐生市民生委員児童委員協議会
こども未来委員長 福田 進一様 御挨拶

