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11 月はロータリー財団月間です！ 

【前回の会長挨拶】 

今週も低気圧の通過で曇りがちの日々が続きますが、10/21 には台風 20 号が四国沖

で熱帯低気圧になり、今日は台風 21 号が太平洋沖を北上しています。早く秋らしい天

気になる事を待ち望んでいます。今週の月、火曜日に仕事で富山県へ行ってきましたが、

東海北陸自動車道のひるがの高原サービスエリアの洗面所では、すべての水栓からはお

湯出ていて心地良くこれから寒くなる配慮に嬉しく思いました。飛騨から白川郷に向け

て山あいの紅葉が 3 割ほど進んでいましたが、除雪車も駐車場に出ていて冬がいつやっ

てきても対応出来る状況が見えました。 

10/20(日)第 72 回岡崎美術展の表彰式に出席させて頂きました。表彰を受けられる方と表彰をする側との緊

張感で、普段では味わえない体験をさせて頂きました。岡崎東ロータリークラブ賞は「海上アクロバット」写真

部門の人をひきつける活動的な作品で、多くの人垣が出来ていました。 

本日 10/24(木)は世界ポリオデーです。ポリオ根絶特別プログラムが今夜、ネット配信で世界におけるポリオ

根絶活動の現状とこれまでの成果が紹介されます。ご覧頂ければと思います。 

最後に今月は米山月間となっています。後ほど委員長から報告が有ると思いますが米山記念奨学会 寄付のご理

解とご協力をお願い致します。 

【前回の例会】「  想像から創造へ 無から有へ いつも 0 からの出発  」 
三代舞踊団 芸術監督  坂本久美子様 

本日は経営者のトップでありそれぞれの業界のエキスパートでいらっしゃるロータリアン

の皆さんに、大変おこがましい生意気なタイトルでございますが二つお話をさせていただ

きます。一つ目は、健康体操の普及と啓蒙でございます。今から 35 年前、大学の推薦を

受けまして幸田のソニー工場に管理職の健康づくりということでダンスと体操の指導に行

かさせていただいておりました。私の兄が岡崎におりましたので、いつも行き帰りは兄の

所に寄って色々話をしておりました。健康体操を岡崎市民の健康のために広めたいと話を

し、まずは指導者養成をしたいので人を集めて欲しいとお願いをいたしました。すると兄は、無二の親友である

長坂さんに話をしました。そして 35 年間続いております岡崎市健康体操連盟が発足いたしました。長坂様に於

かれましては、発足以来ずっと会長と今年まで理事長をなさって引っ張って来てくださいました。長坂様をはじ

め小木曽様もそうですけど多くのロータリアンの方や多くのライオンズの方達も応援してくださって、この連盟

を成し遂げて参りました。現在岡崎健康体操連盟は 1300 人の会員を有しております。今この時間もどこかの公

民館や体育館で健康体操の指導をさせていただいてます。元々は春日井市で 40 年前に始まっております。春日

井市は現在約 2000 名の会員を有しております。その隣町の小牧市は 1800 名、そして岡崎市の 1300 名で全

体で約 5000 名近い健康体操の輪が広がっております。それぞれの指導員は各地区の主婦の方々でございます。

皆さん一生懸命勉強され、ボランティア精神で各地域に健康体操を健康づくりのために出掛けております。 

二つ目は、ジャズダンスで世界進出です。結論から申しますと世界 17 か国,125 都市 215 公演をさせていた

だいております。元々これも 40 年前に日本にジャズダンスがポピュラーな形で輸入されて参りました。ジャズ

ダンスはそれまでの日本の動きと違ってオンビートではなくオフビートでリズムをとります。動きが大変面白い

ので健康体操のプログラムに生かしたら皆さんが楽しくやってくれるのではないかと思ってジャズダンスを勉強

し、当時名古屋の YMCA でダンスを教えることになりました。その時に集まってくれた身体能力の高い子達に声

を掛け「みんな世界の舞台に立ってみない？ 世界の人々に見てもらおうよ、世界の皆んなと交流しようよ」そ

う言った夢を持って始めたのが三代舞踊団であります。海外にジャズダンスの世界大会があり、そこに進出をし

て世界のエージェントの目に止まり、色々な国でダンスの公演をすることになりました。 
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                   （過去 3 回の修正出席率 9/26：98.11% 10/4：100% 10/13: ― ％） 
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無から有へ、０からの出発とありますが、無や０の前に一つありまして、私の場合は「ひらめき」です。ひらめ

きと思いつきがありますが、二つは違います。ひらめきは今まで想像もしなかった思いもよらなかった斬新で独

創的なことがピンと降りて来ます。それで世界へ出かけようとルートも何も無い状態ですが、ひらめきました。

健康体操を岡崎で広めたいと思ったのもひらめきでした。舞台の作品を造るときもひらめきが無いと作品が造れ

ません。ひらめきが降りて来て想像で夢を描きます。しかし夢は、自分一人では叶えることができません。夢を

共有してくれる仲間が集まらないと実現しないと思います。ひらめきがあった時は誰かに話をします。出会った

人に話します。そうしていくことで夢が実現していくと思います。ひらめきを話せる仲間、夢を共有できる仲間

と世界を周ってきました。世界で認められたと言うことは、大きな要素が一つあると思います。それは世界中の

人が認め、見たいと思ってくれるような独創的なものであるということです。今まで見たことがない、出会った

ことがない、世界の人々はそういったものを待ち望んでいると思います。そこで私たちは忍者をテーマとした作

品を造りました。服部半蔵です。するとスタンディングオベーションをいただきました。そして日々新しい自分

に生まれ変わっていき、周りの人にも新しい風を感じてもらえるように努めております。 

 
三代舞踊団 坂本久美子様 

 
坂本様、長坂会員、小木曽会員 

 
会長より卓話者へお礼 

 
ようこそ！本日のビジター 

幹事報告(中根匡規君)  
■ 10/26(土)形埜小学校学芸会に近藤会長･加藤環

境保全委員長が出席され、形埜小学校環境教育と環

境保全に対する助成金の贈呈を行います。 

■ 10/30(水)地区職業奉仕委員長会議が名鉄ニュー

グランドホテルで開催され岩崎職業奉仕委員長が

出席されます。 

■ 11/1(金)豊田 5ＲＣ親睦ゴルフ大会が中京ゴルフ

倶楽部で開催され市川ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐が出席されます。 

■ 次週10/31(木)は定款第8条第1節により休会で

す。次回例会は 11/7(木)です。 

■ 事務局からの配信確認です。現在メーリングリスト

で「週報あづま」が届いていない方は幹事または事

務局まで申し出ください。 

■ 例会変更の案内が届いています。詳しくは週報あづ

まをご覧ください。 

ビジター報告 【岡崎ＲＣ】1 名 

出席委員会 本日の出席率 83.33%(欠席 9 名) 

前々回(10/13)は台風 19 号により休会です。 

公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員会 ロータリーの友 10 月号紹介 

社会奉仕委員会 千葉県台風災害義援金のお願い 

ロータリー財団委員会 本日ポリオデーです。ポリ

オへご寄付をお願いします。 

米山奨学委員会 10 月は米山月間です。米山記念奨

学会へご寄付をお願いします/ご浄財のお願い 

ＩＭ実行委員会 本日例会終了後、第 5 回実行委員

会を開催します。対象者はご出席お願いします。 

ニコニコ委員会 
 岡崎 RC 太田安則様 卓話楽しみにしています。 

 近藤金作君･杉田広喜君 坂本久美子様 本日の卓

話宜しくお願い致します。 

 長坂勲君 坂本様、本日はよろしくお願い致します。 

 小木曽進君 坂本先生、ご苦労様です。 

 長坂貴之君 坂本先生卓話を楽しみにしています。 

 宇野弘隆君 本日、世界ポリオデーです。寄付のご

協力よろしくお願いします。 

 石川雅規君･林孝夫君･三城偉央君 昨日は梅村さ

んお世話になりました。 

 ソフトボール練習参加者 野村監督に差し入れて

頂いたグランド代を皆でニコに協力します。次回練

習は 11/11(月)18:30～です。 

 

 

【参加報告】形埜小学校助成金授与式（学芸会）に参加して     環境保全委員長  加藤和志  

 10月26日(土)形埜小学校の環境保全活動の助成金贈呈式

(学芸会内)に参加してきました。全校児童数 55 名の回りを森

に囲まれた自然豊かな小さな学校ですが、子供たちが劇や合奏

を一人何役もこなし、父母や祖父母の前で堂々と演技してくれ

ました。校長先生のお話では、猿、猪、鹿などいろんな動物が

遊びに来てくれるそうで、先日は校庭に鹿の角が落ちていたと

ずしりと重い角を見せていただきました。また、2 月の例会で

は、5・6 年生が例年とは違う形で活動報告をしてくれるそう

です。 
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11 月の例会予定 

例会予定 例会会場 内容 

11/14(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「緊急消防援助隊」岡崎市消防本部 消防長 井藤謙三様 

11/21(木)18:00～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「あいち子ども食堂ﾈｯﾄﾜｰｸＲＣＣについて」藤野直子様 

11/28(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「ロータリー財団の多様性について」地区 R 財団中村公彦様 

クラブ例会変更・休会のお知らせ 

変更予定日 RC 名 サイン受付場所 

11 月 8 日（金） 西尾 KIRARA 西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30 

11 月 11 日（月） 豊田三好 三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15 

11 月 12 日（火） 岡崎南 岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30 

11 月 19 日（火） 豊田中 名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00 

11 月 20 日（水） 豊田東 ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30 

11 月 25 日（月） 刈谷 刈谷商工会議所 3 階事務局 11:30～12:30 

11 月 25 日（月） 豊田西/豊田三好/刈谷 定款第 8 条第 1 節の規定により休会 

12 月 4 日（水） 三河安城 ホテルグランドティアラ安城 1 階 11:30～12:30 

12 月 11 日（水） 岡崎 岡崎市竜美丘会館 11:30～12:30 

12 月 13 日（金） 安城 碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30 

12 月 16 日（月） 豊田三好 三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15 

12 月 16 日（月） 刈谷 刈谷商工会議所 3 階事務局 11:30～12:30 

同好会便り 

同好会 開催予定日 場所 内容 

あづま会 11 月 20 日(水) ザ・トラディションＧＣ 定例会 

ひよどり会 11 月 14 日(木) チャーム 定例会 

写楽会 有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示 

ソフトボール 
11 月 11 日(月) 

18:30～ 
未定 ソフトボール練習 


