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第1349回

2015年11月10日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング　｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣

卓　話｢少年シェルターについて｣

大倉法律事務所

所長　大倉　浩様(浦和ダイヤモンドRC)

第1350回

2015年11月15日(日)

点　鐘13:00

場　所　さいたま市文化センター

｢地区大会｣第2本会議

11月17日(火)の振替

地区テーマ

ロータリーを学ぼう､そして楽しもう

第1348回･ 2015年10月27日(火)

司会　鈴木寿和副幹事

点　　鐘12:30　町田信行会長

ソ　ン　グ｢2770地区の歌｣

ソングリーダー宮坂秀樹会員

会長挨拶　町田信行会長

お客様紹介　浅見　定副会長

幹事報告　上野拓也幹事

委員会報告
浅見　定副会長
石井孝一地域奉仕プロジェクト副委員長

中村元徳財団担当委員長
桝柳寿美恵国際奉仕プロジェクト委員長
大島雅文ゴルフ部会長

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

中川泰次郎親睦担当委員長

出席報告　クラブ運営管理委員会

清水敏夫出席担当委員長

卓話者紹介　富樫　孝会員

卓　　話｢宝塚歌劇団の話｣

元宝塚歌劇団　花組　男役

扇　けい様

点　　鐘13:30　町田信行会長



火力-象　　　　　　　　　　　Rotary

木枯らし1号が吹き､秋から冬へと季節が移り変わる

ようです｡

10月16日金曜日は､職業奉仕部門セミナー､ 10月17

日土曜日は､緑の広場で､第13回縁区区民まつりが開

催されました｡風船配り､ポリオ撲滅キャンペーン募金

活動と､ご参加の皆様には大変おつかれさまでした｡早

朝より､ありがとうございました｡

10月24日土曜日には､世界のトップ選手たちが集結

する自転車ロードレ- ｢2015ツールドフランスさいた

まクリテリウム｣が新都心駅周辺で開催されました｡

これに因んで､地区ロータリー財団部門でも､浦和駅

東口パルコ前にテントブースを開設して､ポリオ撲滅キ

ャンペーン募金活動を行い､併せて焼きそば等の販売を

おこなっておりました｡お天気に恵まれ大勢の市民の方々

にロータリーのポリオ撲滅キャンペーンが認知されたの

ではないかと思います｡

10月25日日曜日､私の地元､六辻と南校通り商店街

協共同で18回目の青空フリーマーケットを行いました.

さいたま市､商工会議所などの後援を頂きまして､約

1,000人の来場がありました｡イベントも沢山行われ楽

しい催しでした｡東北へ義拍金を届けることになってい

ます｡

さて､ 2週間ぶりの例会場ですが､本日は元宝塚歌劇

団花組の扇けい様に宝塚歌劇団のお話しをしていただき

ます｡どうぞよろしくお願い致します｡

11月も今日が最後の例会となりましたが､今月は米

山月間です｡米山記念奨学会は､ 50年以上の歴史を持ち､

RIから認証を受けた日本のロータリー独自の多地区合同

奉仕活動です｡

ロータリー米山記念奨学事業の財源は､ロータリアン

からの寄付のみで支えられています｡そしていただいた

寄付はすべて奨学生の為に使われています｡

2007-08年度は14億5200万円､ 2008-09年度は14

億9000万円でした｡ 1957年に全国組織となってから累

計で､ 447億円の寄付がありました｡

米山寄付でも､当クラブは優秀な成績をおさめており

ます｡すでに多くの方よりご寄付を頂戴しておりますが､

今年度も皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます｡

IIl.'yiへの

プレゼントになろう

□11月のロータリーレートは1ドル-120円です｡

□11月3日(火)の例会は｢文化の日｣で休会です｡

□第1350回例会は､ 11月15日(日)地区大会となります｡

11月17日(火)の振替です｡

□11月10日(火)､ 10:30より第5回定例理事会を開催

します｡理事の皆様ご出席よろしくお願い致します｡

□11月28日(土)､ RLIパートⅡが開催されます｡横田

会長エレクト､鈴木会員組織副委員長､幹事上野出席｡

篠原セッションリーダーご指導よろしくお願い致し

ます｡

浅見　定副会長

地区大会のご案内

□11月15日(目)､第2本会議､さいたま市文化セン

ター､ 12:00登録開始､ 13:00点鐘

□認知症フォーラム

基調講演医学博士･精神科医金沢ひづる氏

□大抽選会

最終打合せ､ 10月30日

全員登録となっていますので全員出席でお願いします｡



Rotary Be agift to the world

『宝塚歌劇団の話』

只今､富樫様より紹介頂きました元宝塚歌劇団花

組男役の扇けいと申します｡浦和北東ロータリーク

ラブ例会セレモニーにご招待いただきましてありが

とうございます｡本日は卓話ということで､宝塚を

ご存知の方も､ご存知でない方も､宝塚に興味をも

っていただけたらと思います｡

宝塚は､全員女性で構成されています｡女性が男

役もやっています｡男役と娘役はどうやって決まる

のですかとよく聞かれますが､身長なんです｡私は

173cmありますから､どんなに娘役をやりたくても､

どんなにドレスが着たくても､最初から男役になっ

てしまいます｡

宝塚のみどころは､現実の世界にはいない男にあ

こがれたり､夢を見たりしてご覧になる女性の方も

多いと思います｡宝塚は､一部が芝居､二部がショ
ーという構成が多いのですが､ショーの華やかさも

みどころと思います｡

私が宝塚に入るきっかけはとてもあこがれていた

方がいらして､その方と一緒に舞台に立ちたいと思

う一心で宝塚受験スクールに中学生の時に通い始め

ました｡中学3年から高校3年生まで受験資格があ

ります｡私は中学3年の時の初めての受験で合格し､

宝塚音楽学校に入りました｡

音楽学校は2年間で､とても厳しいところです｡

1年目は､お稽古場､お手洗い､廊下など学校のす

べてを掃除します｡朝5時には起きます｡授業は6

-7限あります｡ 2年日からはお稽古に集中するこ

とができました｡音楽学校の2年が終わると､すぐ

に宝塚に入団しました｡初舞台は40人～50人の同期

全員とラインダンスを踊ることです｡ラインダンス

のお稽古は､足の高さ､首の角度､手の高さすべて

が全員ピッタリ揃うまで続きます｡宝塚の正装は紋

付袴です｡初舞台では正装して挨拶をします｡初舞

台の感動はいまでも忘れられない思い出になってい

ます｡

宝塚に入団すると､ 5組に配属されます｡私は花

組に配属されました｡組にはそれぞれのカラーがあ

りますが､花組はダンスの組といわれています｡勉

強する､教えてもらうのは上級者の方から学びます｡

男役は見本が外にありませんので上級者の方から

学ぶしかありません｡下積み､下級生のころは台詞

をもらえなかったりして､舞台でも後のほうの大勢

は下級生が多いのですが､その中で､如何に目にと

めてもらうか､どうやって自分を輝かせたらよいの

かを毎日お稽古場で研究をしていました｡学年が上

がってくると台詞や役をいただくようになります｡

演じているときは､ショーなどではお客様の顔がは

っきりわかるのですが､お芝居では､役に集中して

いることが多くて､お客様が近くに感じられてお客

様のエネルギーをダイレクトに感じます｡

お休みの時でも､普段どこでフアンの方にお会い

するかわからないので､男役なのでズボンをはいて､

服装だけはいつも気を付けていました｡退団して劇

的に変わることはスカートをはけることです｡辞め

て1年目は男役のなごりがありまして､女性らしく

なるには時間がかかります｡

宝塚を卒業して､今はミュージカルや舞台を続け

させてもらっています｡宝塚の経験はとても今の私

に役に立っています｡

宝塚を実際に見て頂くと､華やかさや優雅さの現

実の世界ではふれることのできない魅力にはまると

思います｡これを機会に宝塚の劇場に足を運んでい

ただきたいと思います｡

来年の1月にライブコンサートを予定しておりま

すのでぜひおでかけになってください｡

大島雅文クラブ研修リーダー

第2回ロータリー研修会のご案内
12月1日(火)､研修17:30-19:00　懇親会19:00-



町田信行会長　元宝塚歌劇団花組男役扇けい様本日
の卓話よろしくお願い致します｡

横田　元会長エレクト　皆様こんにちは｡ ㈱リノア

代表取締役長命様､そして本日卓話をして下さる

元宝塚歌劇団花組扇けい様ようこそおいで下さい

ました｡楽しみにしておりました｡

浅見　定副会長　皆様こんにちは｡元宝塚歌劇団花

組男役扇けい様､本日の卓話よろしくお願い致し

ます｡楽しみにしています｡

上野拓也幹事　本日の卓話｢宝塚歌劇団の話｣元宝

塚歌劇団花組男役扇けい様､大変楽しみにしてお
りました｡よろしくお願い致します｡

大島雅文会員　前回例会､緑区区民祭り､創立期よ

り皆出席でしたが､今回都合により初めて欠席し

ました｡申し訳ありませんでした｡代わりに社員

1名､孫1名を参加させました｡

豊田愛祥会員　当クラブに麗人の卓話者が見えるは､

鰐淵晴子さん以来です｡扇けい様を歓迎します｡

金子　努会員　姫路城に行って来ましたが､日曜日

だったせいか砂糖菓子に群がり行進する蟻のよう

でした｡

篠原唯史会員　本日の卓話､花のある卓話者｢扇け
い様｣楽しみにしておりました｡韓国でもご活躍

されている様子､頑張って下さい｡

内田康信会員　元宝塚歌劇団花組男役扇けい様､本

日の卓話宜しくお願いします｡

国谷昭吾会員　2日前に木枯らしがあり､急に朝晩

は寒くなりましたね｡前回の移動例会､緑区区民

まつりのポリオ撲滅活動参加の皆さん大変お疲れ

様でした｡今日の卓話､元宝塚歌劇団の扇けい様

よろしくお願いします｡

石井孝一会員　緑区区民まつり､皆様おつかれ様で

した｡本日の卓話宜しくお願い致します｡

富樫　孝会員　扇けい様､長命様お忙しい中ありが

とうございます｡卓話楽しみにしています｡

鈴木義男会員　本日の卓話､元宝塚歌劇団花組男役

扇けい様宜しくお願いします｡

吉田律子会員　今日は暖かく､小春日和ですね｡本

日は宝塚花組でご活躍された扇けい様ようこそお
いで下さいまして有りがとうございます｡高校生

llt押√＼のプレゼントになろう

の時､盛んに通った帝国劇場を思い出し､懐かし

さでいっぱいです｡今もたまに観劇いたします｡

宮坂秀樹会員　宝塚市に1年だけ住んだことがあり

ます｡花の道にフアンの人が沢山いてすごかった｡

熊田さんのソングリーダーが見たかった｡

宇津野芳志男会員　扇けい様ようこそ｡宝塚のお話

し楽しみにしております｡

岡崎　捗会員　扇けい様お話し楽しみにしています｡

バスト幹事会10月20日(火)､夕方6時より銀座ア

スターにて｢バスト幹事会｣が行われました｡会

費の一部をニコニコに入れさせて頂きます｡

繰越金462,000円　本日46,000円　計508,000円

J　地域奉仕プロジェクト委員会
1石井孝一副委員長

10月17日(土)､第13回線区区民まつりお疲れさ

までした｡ポリオ募金21,346円集まりました｡ご

協力ありがとうございました｡

国際奉仕プロジェクト委員会
中村元徳財団担当委員長

11月はロータリー財団月間です｡一人当たり年次

寄付24,000円,ポリオプラス6,000円､合計30,000円

希望です｡よろしくお願い致します｡べネファクタ
ー1,000ドルを町田会長よりいただいております｡

国際奉仕プロジェクト委員会
柳寿美恵委員長

ロフィリピン事業の地区補助金申請をしました｡

ロノーザングアム創立40周年記念6名の参加です｡

(ll/20-ll/22)

出席報告
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例会日　毎週火曜日12:30-13:30

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル
TEL 048-827-1111

事務局　さいたま市浦和区高砂2-J卜3

内田ビル3階〒330-0063

TEL 048-81 4-0450

FAX 048-81 4-0460

会　　長

会長エレクト

副会長
幹　　事

S A A

副幹事
クラブ広報委員長

町田　信行

横田　　元

浅見　　定

上野　拓也

羽鳥　和夫

鈴木寿和･飯田晃生

大熊　勝巳


