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●感謝と恩返しの輪を広げよう 
2022～2023　越谷東ＲC運営方針

2022～2023　ＲＩテーマ

●イマジン ロータリー

幹事：北　林　隆　一
会長：小　林　賢　弘

創立1987年5月18日

TEL FAX

越谷東
ロータリークラブ

◆黙　想 
◆開会点鐘 会長　小林　賢弘
◆ロータリーソング斉唱 「奉仕の理想」
◆クラブソング斉唱 「クラブ賛歌」（2番）
◆ビジターゲスト紹介 会長　小林　賢弘
◆会長挨拶 会長　小林　賢弘
◆幹事報告 幹事　北林　隆一
◆卓　話 紹介者 加藤　盛也
　「一生懸命はかっこいい！！ 
　　現代版組踊による次世代育成について」
 彩魂 喝采の会 会長 田崎　尚樹 様
◆スマイル報告 社会奉仕委員会　隅田　　敏
◆出席報告 出席委員会　栗田　晴巳
◆閉会点鐘　 会長　小林　賢弘

皆様こんにちは。本来月初にご紹
介するべきところ、プロレス応援に
集中し過ぎてうっかりしました。畔
上順平会員が商工会議所の情報誌

「鼓動」の表紙を飾りました。おめ
でとうございます。女性を瞬殺する順平スマイルは健
在です。

さて、先日田中社会奉仕委員長からご報告いただい
た通り、今年度の地区補助金事業は東大沢にある特定
非営利活動法人テイクさんのグループで知的障害・発
達障害を持つ児童、生徒のために放課後デイサービス
を行う施設キッズドロップさんに大画面テレビモニ
ターとノートパソコンを贈りました。９月20日に田中
委員長と竹内委員のお陰で無事設置が完了しました。
そして26日にはキッズドロップさんが贈呈式を企画し
てくださって、北林幹事・佐久間奉仕部門委員長・田
中社会奉仕委員長と参加してきました。

私が目録をテイクの倉野理事長に贈呈し、御礼の言
葉をいただいたうえ子供たちから盛大な拍手とプレゼ
ントまでいただくという貴重で、感動的な経験でした。
感謝の気持ちの籠ったビデオと色紙を私のお喋りでは
なく、実際に見ていただいて皆で感動を分かち合いた
いと思います。

キッズドロップの子供たちとはこれで終わりではな
く、年度内にバーベキュー大会などのふれあいの場を
企画しますので、ご協力をお願いいたします。さてこ
の後は更なる子供たちとの感動を彩魂喝采の会　田崎
会長からお話しいただきます。

　　会長挨拶　　　　　　　　　 会長　　小林　賢弘

彩魂 喝采の会 会長 田崎　尚樹 様



幹事報告をさせて頂きます。
9/26に本年度大口補助金事業とし

てＮＰＯ法人「Ｋｉｄｓドロップ」
様に大型モニター及びパソコンを寄
贈いたしました。コロナ禍もあり、
当日は、小林会長、田中社会奉仕委員長、佐久間奉仕
部門委員長及び幹事が贈呈式に出席いたしました。

贈呈式まで企画していただき、大変喜んでいただき
ました。田中社会奉仕委員長は今後、クラブ会員の皆
様にご参加いただく交流プログラムを検討中とのこと
です。

地区事務所よりロータリー財団のメジャードナーの
皆様に神戸で開催されます顕彰午餐会の案内が来てお
ります。当クラブでは６名の会員（大沢会員・青木会
員・小暮会員・清村会員・平野会員・大野祐肇会員）
が該当しております。該当の会員の皆様には別途ご案
内いたします。

地区事務所より令和４年８月青森県大雨災害義援金
ご協力についてお礼と報告が届いております。第2770
地区の義援金の総額は、1,636,900円、送金日は9/22と
のことです。

越谷市民まつり実行委員会から協賛金の更なるお願
いが届いております。振込用紙を例会場入口におかせ
ていただきましたのでご活用下さい。

来週の第一例会は、故きを温ねて新しきを知る「未
来フォーラム」が予定されております。平野パスト、
浜野パストによる基調講演、会田委員長によるパネル
ディスカッションが予定されております。

幹事報告は以上です。

　　幹事報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　幹事　　北林　隆一

フレンズ活動報告（9/8例会分）

2010〜2011年 青少年交換留学生
中山　貴美子 様2010年〜11年に青少年交換プログラムでスウェー

デンに行かせていただいた中山です。今回は数年ぶ
りに松岡さんにお呼びいただき、例会に参加させて
頂きありがとうございました。

現在、企業のサステナビリティを支援するコンサ
ルタントとして東京で働いていますが、皆様の支援
で高校生時代にスウェーデンでの経験をさせていた
だいた機会が今のキャリアへ導いてくれました。

大学修了後にサステナビリティの領域で大学院進
学を選択した際に、サステナビリティ先進国の一国
といわれるスウェーデンに戻ることになりました。
高校留学時代の人とのつながりが再縁や、新しい人
とのつながりが、自分の価値観を刺激してくれたこ
とでそのまま同じ領域で社会人として働いています。

今回の参加は数年ぶりではありましたが皆さんの
存在は常に私の近くにあったように思います。ロー
タリーの使命やビジョンもサステナビリティに根付
いていますし、そもそも高校留学時代にスウェーデ
ンのベーシック暮らしからサステナビリティという
考えに感化されたため、私の今は青少年交換プログ
ラムがあったからこそ。そのような機会を皆さんか
ら頂けたこといつも感謝しています、今回も例会に
呼んでいただきありがとうございました。今後も何
かしらの形で関わらせていただければと思いますの
でよろしくお願い致します。

　　スマイル報告　　　 社会奉仕委員会  　隅田　　敏

今　　回 22,000円

298,000円累　　計

次の例会の案内

第1702回 10月6日

結婚・誕生祝
未来フォーラム



卓　話

彩魂 喝采の会 会長　田崎　尚樹 様

一生懸命はかっこいい！！ 
　　現代版組踊による次世代育成について

越谷東RCの皆様、８月13日に越谷サンシティホー
ルで開催いたしました「息吹」越谷公演では、クラ
ブとしてのご後援、会員皆様にチケット購入と観劇
とご協賛をいただきありがとうございました。お陰
様で大成功裏に終えることができました。

当日は、お盆期間とコロナ感染拡大に併せ台風が
直撃するという天気予報のため満員とはいきません
でしたが、昼公演と夜公演で865名の方に観劇して
いただきました。終演後は、出演者のお見送りに拍
手喝采が起き、「本当に感動した」というお声掛け
をいただき、後日には、「越谷で公演をしてくれて
ありがとう」「また、越谷で公演して欲しい」「3月
の喜多方公演も観に行く」というお声をたくさんい
ただきました。

さて、ここで自己紹介をいたします。私は、1980
年２月17日生まれで42歳です。千葉県生まれの越谷
育ちで北陽中学、花咲徳栄高校を卒業しました。嫁
と娘の３人越谷市下間久里に住んでいます。職業は、
WEB制作・運営サポート・各種デザインを手掛け
る株式会社伝助と不動産・建築を手掛けるクリエー
ション・ビルド株式会社を経営しています。

愛する娘が育つ地域を知り、少しでも良くしたい
との思いから2013年に青年会議所に入会しました。
入会後は、青少年育成関連の委員会に所属担当し、
2019年には「地域の誇りとなる青年であれ」をテー

マに掲げ、第46代理事長に就任しました。青年会議
所を卒業後2022年４月に次世代育成のために、青年
会議所で一緒に活動した仲間たちと彩魂喝采の会を
立上げ、越谷東RCの飯山さん小林充さんにもメン
バーに入ってもらっています。

さて、現代版組踊とは、沖縄に伝わる琉球古典芸
能「組踊」をベースにした音楽・舞踊・台詞で構成
された舞台様式で地域に眠る伝承・伝説にアレンジ
を加え次世代の若者を中心に作り上げた感動の舞台
となります。沖縄県うるま市で誕生した「肝高の阿
麻和利」から始まり、現在では沖縄から北海道まで
全国各地に広がり、全17団体が活動しています。共
通する理念は、舞台づくりなどの活動を通した子供
たちの感動体験と居場所づくり、ふるさと再発見、
子どもと大人が参画する地域おこしとなります。地
域に住む子どもたちが、その土地の歴史物語を演じ
ることで本当の意味で歴史と地域を知ることになり、
郷土に対する愛着が生まれることに繋がります。ま
た、夫々の舞台で物語に合わせた本格的なオリジナ
ルソングによって一体感と躍動感が増し、各チーム
の垣根を越え歌い踊られる「ダイナミック琉球」は
エイサー演舞や小学校の運動会の演目で子どもたち
にも踊られる曲となります。チームは、子供中心の
活動で、高校３年生で卒業となり毎年最年長のメン
バーの入れ替わりがあり、毎年メンバーの立場や役

みなさんこんにちは。
本日卓話をしていただくビジターゲストを紹介させていただきます。今年８月13日に越

谷サンシティホール大ホールにおいて「息吹〜南山義民喜四郎伝」越谷公演を主催した彩
魂喝采の会の田崎尚樹会長です。

私も当日観劇しましたが、コロナ禍で活動が制限されている中で、小学校から高校生ま
での子どもたちが一生懸命演じ、踊り、歌う姿に感動しました。コロナ禍で制約を受けている中で、ど
の様に越谷公演が開催できたのか、そして成功裏に終えることができたのかに興味があり、田崎会長に
クラブで話をして欲しいとお願いしたところ、快く引き受けていただき本日の卓話となりました。

田崎会長は越谷市弥生町でＷＥＢデザイン等を手掛ける株式会社伝助の代表取締役を務めています。
当クラブ小暮会員が会長を務める越谷中央商店会のイベントにも協力してもらっています。

今後更なる活躍の場に登場すると思いますので、みなさんしっかりと顔を覚えておいてください。い
つか一緒に活動できることを願って紹介とさせていただきます。

紹介　加藤　盛也



割が変わっていきます。
チーム息吹は、2010年に福島県南会津で結成され、

沖縄県外で初の現代版組踊シリーズとして誕生しま
した。福島県内各所はもちろん、茨城県・埼玉県・
沖縄県など25シリーズ57公演を開催し観客総数
19195名を動員しています。今回の演目「息吹〜南
山義民喜四郎伝」は、今から300年前に実際にあっ
た「南山御蔵入騒動」という農民一揆が題材となっ
ており、南山に生きる民のため、大義を掲げ燃え尽
きた６人の義民を中心とした物語です。

チーム息吹の活動目的は次世代育成であり、「で
きない」を「できる」に変える人間力を身に着ける
ことです。大人の言うとおりに従う子供に育てるの
ではなく、何故できないのか、どうすればできるの
かを自ら考えて行動する習慣を身に着けてもらうこ
とです。また「一生懸命はカッコいい‼ 」をスロー
ガンに掲げ、一生懸命だから感動を届けることがで
き自らも感動できること、目的のために全力で取り
組み同じような志の仲間の中に身を置くことにより
一人では成し得ないことを達成できることなどを学
んでもらっています。そして、子どもが変われば、
大人が変わり、地域が変わることを目指しています。

現在越谷支部では14名が活動しています。私自身、
はじめは娘を応援する保護者として活動に関わり、
子どもたちの成長を目の当たりにして、単なる芸能
活動に留まらぬこの活動の本質に触れて、大人達が
変化していくことが今ではこの活動に取り組むこと
が私の使命と考えています。私の考える次世代育成
は、子どもたちを育てるのではなく、子どもたちは
自分たちで育つ。子供たちの一年は大人たちの一年
と違う大切な期間です。私たち大人たちにできるこ
とは、大人たちの事情で先延ばしや機会を失うこと
をなく、成長の機会を提供すること、そして大人と

して覚悟を決めることと考えます。
この活動の先に思い描く未来は、越谷の歴史を題

材にした新作舞台を立上げ地域の子どもたちが演じ
ることで越谷に誇りと愛着を持ってもらい、全国か
ら集まる子どもたちが演じることで越谷を知っても
らい縁のある地となること。更に地域の方々が観劇
をすることで越谷に誇りと愛着を持ち、地域活動へ
の参加に繋がっていくことです。

最後に近々の活動予定をお知らせいたします。
　10月１日、２日　Lake and peace2022出演
　10月23日　第47回越谷市民まつり開会式典
　　　　　　オープニングアクト
　11月６日　越谷中央商店会07MARKET
引き続き注目と応援をよろしくお願いします。

【奥の細道　芭蕉】
松島や　鶴に 身をかれ ほとゝぎす　曽良（そら）
松島のなんと素晴らしい眺めよ。できるなら(松に似合う)鶴の姿を借りて鳴き渡ってくれ。
ほととぎすよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出席委員会）
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