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The Rotary Club Of Shizuoka East

‖リドヘのフレゼントになろう

静同束ロータリークラブ
会長 杉山明,1雄  幹■ 新門桂子
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第 2725回例会

《司 会》 新間桂子 君

《合 嘔》 「手に手つないでJ

「静岡東ロータリー」

《BGM》  r美女と野獣J劇団四季

《来費》  佐々木典夫 様 (劇団四季 会長)

小林友也 様 (劇 団四季 静岡オフィス)

《ビジター》 芹澤 正明君 (御殿場RC)

《本日のお祝い》

お誕生日
7月 23日 曽根正弘 君

《会長挨拶姜旨》

『お中元』

本日は今年度の来賓卓話の皮切

りに、会員の皆様もミュージカル

を鑑賞し感動されたことと思いま

すが、かの有名な劇団四季の性々

木典大会長をお迎えして、ミュー

ジカルではなく、劇団四季が取組

んでいる社会貢献活動についてお

話をお伺いすることとなつており

ますので、後程、宜しくお願い致
します。

また神野会員には、恒例により美味しいウナギをご

提供して頂き有難うございます。

ちなみに今年は、土用の■の日は 7月 24日 と8月 5

日の 2回来るそうです。この時/JIは夏バテ防止のため

何回食べても良さそうです。

さて、先週 7月 15日 は中元の日でした。7月 上旬か

ら中旬にかけて、私共はお世話になつた人に感謝の気

持ちを伝えるためお中元の贈り物をする習慣が有りま

す。松坂屋の小山会員もお中元商戦が終了しホッとし

ているところでしょうか。

結婚記念日

該当なし

何故、中元の時期にお世話になつた人に贈り物をす

るのでしょうか。

どうやらこの習慣は室町時代の公家の間に広まり

江戸時代になると庶民の間でも定着したようです。中

元とは、道教の二大行事の一つて、上元は 1月 15日 で

福の神の誕生日、中元は 7月 15日 で愛と免罪の神の誕

生日、下元は 10月 15日 で水と火の神の誕生日で、中

国ではこれらの神様の誕生日にお祝いにお供え物をし

ました。

それが仏教と共に日本に伝わり、仏教の孟蘭盆会の

7月 13日 から 15日 に行われる行事、迎え火、盆踊り

送り火や盆礼などの儀式があります。このうち霊前に

お供え物を親戚等でやり取りする盆礼が 7月 15日 の

中元のお供え物と結びつき、それが江戸時代お盆の時

期にお世話になつた人に贈り物をする習慣として定着

し、現在に引き継がれ、この習慣をお中元と呼ぶよう

になつたようです。

お中元やお歳暮は、古くから連綿と受け継がれた日

本独特の慣習的な贈答文化であり、日本人の集団性や

均―性の特徴を表しているのかもしれません。また

日本はヨーロッパやアメリカから、個人的な贈答文化

である誕生日、クリスマス、結婚記念日、父の日、母

の日、パレンタインデーなどのプレゼントを輸入し

その結果、世界一の贈答大国なのかもしれません。

ある調査会社のお中元でもらつて嬉しい贈り物ラン

キングは、第一位ピール、第二位商品券・ギフト券だそ

うです。我が家の頂いたお中元もビールが第一位でした。

最後に、梅雨も明け、本格的な夏が到来しましたの

で御身体にはご自愛して下さい。

《来費卓話》

『劇団四幸の社会貫献活動について』

自団四季 会長  佐々木 奥夫 織

劇団四季は 1953年に浅利慶太氏をはじめ、慶応大学

と東京大学の仏文科に進んだ 10人の学生が創立した学

生演劇集団でした。演劇は詩と幻想の芸術、文学の立体

化という方向性を当初持っていました。

平成 27年 7月 23日 天候 曇り



芸術至上主義を標榜す る劇 団

四季は、左翼を志向する演劇界で

孤立無援の状態で、なかなかチケ

ッ トが売れず、苦労した状態が長

く続きました。

創立 10年 目 1964年 に東急の五

島昇氏の仲介で日生劇場の開設と

運営に関わることができました。

大きな転機になつたと思います。

この後、小さな演劇集団である劇団四季は、理念を
3つ掲げるようになりました。

① 演劇を市民社会に定着させること

② 本業 (演劇)で生活できるようになること

③ 文化の東京―極集中の是正すること

創立 15年 目1970年 に全国へ観客を自ら掘り起こし

活動を実行していきました。牛尾治朗氏から紹介され

」Cを、武見太郎さんから紹介され医師会を、そして

慶応大学三日会の地域会を通じて全国各地に営業展開

を進めていきました。

創立 30年 目の 1983年に日本で初めて「キャッツ」
の公演を行いました。「キャシツJは 32年 目となりま

まもなく9000回 を迎えます。この「キャッツJが さら

に、全国のお客様を大きく掘り起こしたといえます。

その後マーケットができた都市に劇団四季の専用劇場
が建設されるようになったわけです。

今から20年前頃にディズニーと提携をしました。最初
の提携作品がこの度静岡で上演する「美女と野獣」に

なります。ディズニーが支持されるのはテーマに普遍

性があるからだと思います。

演劇を行つていくうえで、大事なことは

① しっかりしたメッセージを持つた台本

② きちんと表現するキャスト スタッフ

③ 多くの観客に見てもらえること

だと思います。

劇団四季は現在 3つの社会貢献事業を行つていま

す。

【こころの劇場】

今年で 7年目になりますが、今年度は日本の半分
に当たる56万人の小学 6年生を招待しています。

【クリスマスチャリティ公演】
日産自動車の組合員の協賛でハンディキャップ

をもたれている方を招待しています。40年 目を向
かえ累計で 122万 人を招待しています。

【美しい日本語の話し方教室】

小学校を訪問して行う 40分の授業ですが3人の

俳優が 1組になつて行 うボランティア活動です。
7年 目なりますが年間 1400コ マ行っています。

8月 2日 から静岡で始まる「美女と野獣Jは 10万
人の動員を目標にしています。
「美女と野獣」のお話は、醜い老婆の姿をした魔女が

嵐の中お城に泊めてほしいと懇願したにもかかわらず

傲慢な王子が拒否すると一瞬のうちに王子が野獣に変
えられてしまうところから始まります。その野獣が

最後は人を思いやるこころに日覚めて、また 一瞬のう

ちに王子の姿にもどるという、大変楽しい舞台で子供
たちも毎回喜んで見てくれています。今回の野獣の役

は静岡出身の俳優が演じることになつています。是非

とも、ご家族でご覧ください。

《スマイル報告》

杉山明喜雄 君  本年度の最初の来賓卓話 として

劇団四季の佐々木会長をお迎えし

お話をお伺いすることとなつており

ますので、よろしくお願い致します。
また神野会員には、毎年美味しい

杉田 至弘 君

うなぎを有難うございます。

感謝してスマイルします。
本日ご多にの中、来賓卓話をお引き受

け頂いた四季株式会社 佐々木典夫会長

に感謝し、また8月 2日 から始まるミュ

ージカル
｀
美女と野獣"静岡公演力判1動

に行くことを祈リスマイルしま丸
神野さん今年もうなぎ、ありがと

うございました。末永くよろしくお

願い致します。
神野さん大変ありがとうございま

す。感謝をこめてスマイル !!
毎年恒例の、この時期楽しみにして

いる神野さん提供の鰻を頂ける事に

感謝し、又、劇団四季の佐々木様の卓

話を頂き、スマイルします。
ありがとうございました。
佐々木典夫様の卓話に感謝しスマイ

ル致します。プリンセス志望の孫が美

女と野獣のパンフレットをうつとりと

ながめて、今から楽しみにしています。
ホームページを本年度に更新いたし

ました。
「理事 役員組織票Jページ右上の

「メンバーリストJをクリックしてい

ただくと、「メンバーリストJページに

飛びます。
「メンバーリストJページの一番下

に「メイクアップ方法Jと 記載されて
いる所をクリックしていただくと、パ

ソコンから簡単にメイクアップができ
る資料を掲載しておりますので、興味
のある方はご覧ください。
但しパソコンからのメイクアップに

は手数料がYl,000かかりま九
土用うなぎのご提供、神野さんに感

謝して、プチスマイルさせていただき
ます。
土用のうしの日でうなぎをいただき

ました神野さんに感謝してプチスマイ
ルします。
少ないですが、美味しいうなぎのお代

として  ・感謝のプチスマイルで丸

うなぎありがとうございます。本曰

出席で良かつたです。

相原 雄治 君

久野 義彦 君

高日 II.司 君

新間 桂子 君

長島 秀親 君

小山 宏之 君

大角 晋朗 君

冨井 ―矢 君

河野 雅― 君

《出席報告》

く会報作成:浅野裕史 〉


