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ノー　　　第1408回

2017年2月14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｢我等の生業｣

卓　話｢歯周病について｣

(一社)浦和歯科医師会前会長

小田歯科医院　院長　小田尚孝様

′-､､

第1409回

2017年2月18日(土)

点　鐘16:00

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル4F

ソング

｢第2グループIM｣

記念講演｢我が人生｣

女優　夏樹陽子氏

地区テーマ

楽しいロータリークラブを作り上げよう

第1407回･ 2017年2月7日(火)

司会　岡崎　渉会員

点　　鐘12:30　横田　元会長

ソ　ン　グ｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣

ソングリーダー　　斉田英子会員
ロータリーの目的･四つのテスト

吉田律子会員

お客様紹介　斉藤忠治副会長

会長挨拶　横田　元会長

幹事報告清水敏夫幹事

ロータリー財団認証　横田　元会長

米山功労者表彰　横田　元会長

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

柳寿美恵親睦活動担当委員長

出席報告　クラブ運営管理委員会

杉田将大委員

卓話者紹介　斉藤忠治副会長

卓　話｢舞台裏を支えるスペシャリストとして｣

舞台監督　中西輝彦様

点　　鐘13:30　横田　元会長
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お客様ようこそおいで下さいました｡歓迎致します｡

昨日フィリピンより無事に帰って来ました｡その時の

様子､そして総括は次回例会でお話をさせて頂きたいと

思います｡

さて､トランプ氏が選挙キャンペーン中に掲げたスロ
ーガン(米国を再び偉大にする)達成のために選ばれた

閣僚人事を､あまり知識は有りませんが評論家気分で見

てみたいと思います｡時間に限りが在りますので気にな

った部分だけお話致します｡こんな話が2月1日に飛び込

んできました｡

｢あなたは安倍晋三首相に従っていればいいのよ｣ ､

トランプ米大統領が長女のイバンカ氏からそんな忠告を

受けたとの話を､トランプ氏が1月28日の目米電話会

談で首相に紹介したことが分かった｡首相官邸の幹部が

明らかにした｡本当でしょうか?おべんちゃらがうまい

大統領ですね｡

*★大統領上級顧問:ジヤレッド･クシュナ-

トランプさんの娘であるイヴァンカさんの夫で企業経営

者で､トランプ陣営の選挙運動と政権移行チームの両方
で中心的役割を果たしたとされ､厚い信頼を受けている

婿殿です｡そしてかれはユダヤ人で有り､キッシンジャ
ーとも太いパイプを持って居る様です｡

*★大統嶺顧問:ケリーアン･コンウェイ(元選対部長)

選挙対策部長を務めトランプ氏を勝利に導いた立役者です｡

*★国務長官:レックス･ティラ-ソン(エクソンモー

ビル会長兼CEO)

ロシアでの油田開発を通じてプーチン大統領とも親しい

事で知られる｡トランプはテイラーソンを｢アメリカン

ドリ-ムを体現した男で有句と称賛して居る様です｡

*★国防長官:ジェームズ･マティス(退役　海兵隊大将)

この方は｢マッドドッグ(狂犬) ｣とか｢戦う修道士｣

の異名を取った元軍司令官は､ 2013年にはイランへの強

硬政策をめぐってオバマ氏と対立し､中央軍司令官を解

任された過去を持つ戦略家であり､軍事強硬派になると

予想されて居る様です｡沖縄にも一時在籍されて居たよ

うです｡

*★財務長官:ステイ-ブン･ムニュ-チン(元ゴール

ドマン･サックス･グループ幹部)

大手金融で17年もの間､就業したバリバリのビジネスパ
ーソンで､伝説の投資家､ジョージ･ソロスと一緒に働

いていたこともある人物｡選挙戦ではトランプ陣営の財

務責任者を務めた人です｡

総資産額は40 0 0万ドルと報道されている｡民主党政

権の金融政権ドッド･フランク法に反対している｡

Rotary
人類に奉仕する
ロータリー

ヂ
*★首席補佐官:ラインス･プリーバス(共和党議員)

共和党全国委員長を務めたベテラン政治家です｡
*★首席戦略官兼上級顧問:スティーブン･バノン

ゴールドマンサックスへの勤務経験や､米海軍で将校を

務めた経験もある｡彼はまた保守系のオンラインニュー

スサイト｢ブライトバート･ニュース･ネットワーク｣

の元会長としても名高く､白人至上主義者および反ユダ

ヤ主義者としても広く知られ､その点を不安視する声も

多い.アメリカでは極右と言われ､ ｢ティーパーティー｣

との太いパイプを持って居る様です｡

(今後要チェック人物ですね)

*★司法長官:ジェフ･セッションズ(共和党上院議員)

かつて白人至上主義団体KKK (クー･クラックス･クラン)

に寛容的な発言を示した過去があり､移民政策で強硬な

立場をとり反対派に懸念の声が広がっている様です｡

*★商務長官-ウイルバー･ロス--WLロス･アンド･

カンパニー会長｡

業績不振の企業を買い取って､ばらばらに分解して売却

する手法oかつて日本でも見られたハゲタカと言われた　(

手法でしょうか?資産は25億ドルとも言われる｡

*★CIA　長官:マイク･ボンベオ(共和党下院議員)

2010年に下院に当選した共和党議員で､アメリカとイ

ランの核合意に反対する議員の急先鋒として知られる｡

非常に強硬なスタンスを持ち､スパイ活動などの｢情報

収集活動｣に賛成であり､中絶や銃規制には反対してい

る｡

*★大統領補佐官(国家安全保障担当〉マイケル･フリン(元

国防情報局長官)

大統領選でいち早くトランプ支持を打ち出した元陸軍中

将で､イスラム教への嫌悪感を公然と発言する人物｡

トランプ氏の外交政策に大きな影響を与えた人物と言わ

れる｡

*★大統領副補佐官(国家安全保障担当)

キャサリン･トロイア･マクファーランド(CFRメンバー)

レーガン政権下で国防総省幹部だった人で､安全保障を

扱うアナリストとしてTVニュースのコメンテーターを　一､､

務めているo

*★最後にマイク･ペンス副大統領

知日派　2013年からのインディアナ州知事時代に企業

誘致などのために日本を複数回訪れ､企業の幹部らとの

交流を深めてきた人物｡ 250以上の日本企業が同州に有

り､自動車メーカーだけでもトヨタ自動車､ホンダ､富

士重工業が同州に工場を誘致して居ます｡

トヨタの章夫さんも一息ついたと言った所でしょうか?

以上がトランプさんの閣僚人事ですが
*★国防長官:国土安全保障長官:大統領補佐官

内務長官:首席戦略官兼上級顧問:大物退役軍人などを

投与と言う事でトランプさんは軍事強化を図る様です｡

元軍人を重要ポストに置く事でアメリカは今までの制服

組の様に無用な戦争はしない様に思えますが､戦略的に

紛争が起きれば力を世界に示す布陣に見えます｡

重大な事はウォール街との折り合いはいかに?????

と言った所でしょうか!
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Dフィリピン第3800地区国際奉仕検証ツアーに2班に

分かれて行って来ました｡第1陣は横田会長,内田ガバ

ナー補佐､斉藤副会長､浅見会員､幹事清水で､昨日帰

国いたしました｡第2陣は上野ノミニー､山中会員､鈴

木寿和会員が本日帰国します｡

□第7回会長幹事会開催のご案内が届いております｡日

時: 2月22日､ 18:30　中央区の味工房　会長･幹事出

′■ヽ　席｡

□第5回第2グループIM実行委員会が本日当ホテル18階

で18:00より開催されます｡関係者の皆様ご出席よろし

くお願い致します｡

地域奉仕プロジェクト委員会
吉田律子委員長

□本日､午前10時より緑区役所にて昨年行われました

第14回区民祭りの報告がありました｡

□平成29年度区民祭り実行委員会で､本年度は平成29

年10月14日(土)に開催することが決まりました｡

国際奉仕プロジェクト委員会
囲谷昭吾ロータリー財団担当委員長

財団寄付では大変お世話になり､ありがとうございまし

た｡ 1月末で締切とさせていただきます｡差引41名､

10750ドルに対しまして､達成率110.63%となりました｡

皆様のご協力ありがとうございました｡

会員組織委員会　大熊克己委員長

第2回ロータリー研修会を2月28日(火)､ ｢千代田｣で開

催いたします｡ご案内をFAXLますのでご参加よろし

くお願いします｡講師は篠原唯史会員､演題｢クラブ運

営について学ぶ｣参加対象者は入会1年～5年の会員です｡

END POLIO NOW

『舞台裏を支えるスペシャリストとして』

舞台監督　中西輝彦様

舞台･ミュージカル･コンサートの現場進行役(御

用聞き)です｡

監督とは名ばかりでどんな賞にも該当しないいわ

ゆる裏方です｡

スケジュールは現場によって異なりますが､例え

ば一般的な演劇公演ですと公演の1年ほど前に演出

秦(映画で言うと映画監督)もしくはプロデューサ
ー(スポンサー)からの依頼があり､仕事が始まり

ます｡

準備としまして､皆さんが公演をご覧になる2ケ月?

1ケ月前から稽古が始まり､道具の発注､ 1週間前?

4日ほど前から劇場において仕込み(大道具の建て

込み)場当たり(出演者が入っての稽古)ゲネプロ(ド

イツ語で一般試演)があり､芸能ニュースでお聞き

になった事があると思いますが初日という初めてお

客様が入っての初興行日となります｡

事前の準備を含めると3ケ月程度期間を要します｡

事前の準備から最終の荷返しまでを滞りなく進行す

る役目であります｡

これまでの経験で培った物事を若い世代につない

でいかなければならないと考えているのですが､後

継者不足の為になかなか良い人材が集まらず､苦慮

しております｡下積みが長期間に及ぶため､魅力を

感じる前に辞めてしまう若者が多いのも業界の体質

的問題であります｡

経験としまして､駆け出しの20代前半の頃に主

演の俳優さんから『中西チャン』とチャン付けで呼

ばれておりました｡当初は違和感がありましたが､

地方公演中に出演者同士のもめ事があった時にそっ

と楽屋に呼ばれて『中西チャン事実でもあれはまず

かったよ-』と私の進行上での説明の行き届かなか

った点を諭され､その時に親近感を持った呼び方で

呼んでいただいていたおかげで親身になって話して

くれている･教えてくれていると感じました｡そん

な気の使える人間になりたいと日々精進せねばと思

っております｡

次世代の人たちにも裏方の仕事は注目されない職業

だけれども､人としての成長を期待出来る仕事であ

ると伝えていければと考えております｡

本日は浦和北東ロータリークラブの皆様の前で話す

機会をいただき大変光栄でありました.お聞き苦し
い点も多かったと思いますが最後までご清聴ありが

とうございました｡

少しでも芸能に対して優しい目をもって接してい

ただけましたら幸いです｡

ありがとうございました｡



横田　元会長　皆さんこんにちは｡ 2月3日から6

日の4日間､フィリピンに行って来ました｡子供

達から元気を頂きました｡本日の卓話､中西輝彦

様よろしくお願い致します｡烏さんこんにちは｡

斉藤忠治副会長　舞台監督の中西輝彦様､本日はよ

うこそ浦和北東クラブにおいで下さいました｡本

日の卓話よろしくお願いいたします｡

清水敏夫幹事　フィリピン国際奉仕ツアーから無事

帰ってきました｡子供たちも､親も大変喜んでい

ました｡フィリピンも発展しています｡

鈴木義男会長エレクト　本日の卓話､舞台裏を支え

るスペシャリストとして､舞台監督中西輝彦様宣

しくお願いします｡

篠原唯史会員　もう2月ですね｡まずは､ IMが2月

繰越金852,000円　本日23,000円　計875,000円

1月は､ 2人の子供と私がインフルエンザにかかり､

あまり出席できませんでした｡残りあと1ケ月とな

りましたので多く参加したいと思います｡よろしく
18日に開催されますo全員参加ですので皆で連絡　お願いします｡

取り合って出席しましょう｡

浅見　定会員　皆さんこんにちは｡本日の卓話､舞

台監督中西輝彦様よろしくお願いいたします｡

園谷昭吾会員　節分､立春と暦上は春ですが､連日

寒い日が続きますね｡ところで､気付いた点です

が節分の豆まきの元気な声が地区から近隣から全

然聞こえず､時代の変化とは云え本当に淋しく感

じました｡今日の卓話､舞台監督中西輝彦様よろ

しくお願いします｡

町田信行会員　中西輝彦様本日の卓話よろしくお願
い致します｡

石井孝一会員　本日の卓話宜しくお願い致します｡

吉田律子会員　皆さん今日わ｡北の方では大雪の故か､

北風が吹き荒れ､非常に寒い二月(きさらぎ)に入り

ましたo　年度末に近づいて何かと会社の方も忙し

い事ですネ｡今日出来る事は今日のうちに-･明日

に持ち越さない様にとスケジュールをこなして居

ります｡又､言卜報が続き淋しい思いもありますが-｡

この節分の終わりを知り､新しい春に向けてガン

バリましょう｡中西様本日のスピーチよろしくお

願いします｡

岡崎　渉会員　皆さんこんにちは｡本日は風も強く､

温度も低く火事に注意ですね｡

杉田将大会員　皆さんこんにちは｡本日も多くを学び､

楽しみたいと思います｡皆様よろしくお願い致します｡

ボールハリスフェロー

矢作謙一会員

鷹野良一会員
第1回米山功労者
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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 048-827-1 1 1 1

墓1%=る　事務局さいたま市浦和区高砂2-413
口~タリ~　　　　内田ビル3陪〒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

ら A A

副幹事
クラブ広報委員長

元男治夫央渉裕

義忠敏和

田木藤水野崎横鈴斉清星岡森
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