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炉響，侭………響, きょうの例会雨…響‘鐸……論
$第893回平成13年3月13日(火） 融

略

嵯騨緯酔侭浮,侭陰り編響,歸浮,侭型歸陽‘,歸酔舜饗,侭磐,ボッ塔,侭琴侭響侭鰹,戸響侭坐
｜ 尾関会長挨拶 ’

皆さん、 こんにちは。先'二| 、大相撰春場所の番付

が発表になりました《，今度のHIIMI Iから大|仮で始ま

りますが熱戦を!！l排したいものであります。

さて、 1月の初場所は同101の枇綱2人のimll間をく

っきりと分けた場所だったと思います。武蔵丸との

激しい優勝決定戦の末、 14場所ぶりに賜杯を手にし

た貴乃花とそしてそれを兄届けるかのように13年の

力士生活に別れを告げた11%。この2人は初土俵も同

じで常にライバルとして出世を競い、若乃花ととも

に相撲ブームの一・猟を担って来ました。

しかしその相撲人気もこのところ下降気味で客席

には空席が目立ち、ガ1噸御礼のたれ幕も出る事が少

なくなって来ました。観客だけではありません。

彼等に慌れ、かつては160人もが舷んだ新弟子検査

も受験者は初場所はl1人、 その前の九州場所は6人、

秋場所にいたってはわずか1人と云う激減ぶりであ

ります。 しかもその半分が外|:lil人であります。危機

感を募らせた協会は、遂に新弟子採州些準を173セン

チ、75キロから167センチ67キロ以上に緩和すると発

表しました。

門戸を拡げ|lil性的な力士を育成すると云うもので、

そのお|陰か今InlはややjMｶllした様であります。しか

し問題は競技人に|の減少だけではありません。息の

合わない立ち合い。安易な変化。ケガ等の休場等、

相撲内容I皇|体がつまらなくなって来ています。

ファンが期待するのは先IJの優勝決定戦のような

手に汗握る熱峨であります。

全力を出し切る本来の大相撲の魅力を発揮すれば

ファンはついて来るし、人気が戻ればおのずと力士

希望者も蝋えて来るはずであります。サッカー、テ

ニス等プロスポーツが多様化する!{~Iで、 こうした深

刻な事態に対･して、協会を挙げて改K!l'iに取り組まな

ければ、 1400年の歴史を誇る国技の前途は暗いと云

わざるを得ません。

本年も71=lになれば名TIf歴場所が始まりますが、

いまここで思い切った改l1lkをしなければ人気も観客

も戻ってはこないでしょう。

相撲を愛する・員としてあえて苦言を呈する次第

警察・消防優良職員表彰

米山奨学生ウディン君挨拶
ブー

『響……勢"琴先週の記録……響緯琴鍾笥埴

“緯…………………………響…鍾些…緯嬉』孔第892回平成13年3月6日(火）

囹"君が代”“それでこそロータリー”

密出席報告

会貝 70(62)稲 出勝 53名

出席率 8548％

前々回 2月201] (修正出席率)9839%

圏ゲスト紹介

俄浜11立大'；数ff人lill科学部助教授三宅晶子さん

圏会員誕生日

福井君（3/6） 神谷材(3/12) 石黒君(3/18)

舎人君(3/19) 竹内君(3/20) 成田君(3/21)

水谷君(3/30) 池森君(3/30) 青山君(3/31)

水野(腿)"(3/31)
へ

伊豫田幹事報告

1 ． 本H例会終了後、即､ﾘﾄ役員会を開雌致しますの

で理聯役員の方は2階橘の|ﾙlにお集まり下さい。

2． 江南RCホス|､による東尾張分区の会員の方々

の美術展が3I二171,二|からlllzlまで江南市民会館

にて|州樅とのご案lﾉ1が来ておりますのでお知ら

せ致します。

囮マルチプル・ポール・ハリスフェローピン授与

噺ア

~~

池森l:I:1幸料にマルチプルポールハリスフェロー

として会長よりピンが乎漉されました。
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論糠鵬浸テーマ 潅紙感藤雄細を噛朋 し葱癖@罐す。
一



例会変更のお知らせ

gl l 1-城北RC 3/27㈹束尾張分区1.Mの為、 、〆

3/2!l山愛知県陶磁器資料館にて

名古耀南RC 3/28伽夜間例会の為、八勝館

名古屋和合RC3/28(水）職場例会の為、陶磁器資

料館、海上の森にて

名古屋名東RC '!/3(jO お花見例会の為、腿久手

IIII杁ヶ池公憧lにて

名占屋名南RC 4/3(火） 春の家族会の為、御I項1座

にて観劇

名古屋名駅RC #l/4(水） 創立10周年記念式典の為、

』!/7(土） 名占屋マリオットアソシ

アホテルにて

名占屋和合RC &l/4(水） お花兇例会の為、八事八

勝館にて18時～

名古屋東11IRC 'l/5(l<) お花兇例会の為

名古屋昭和RC /1/9(11) 6RC合|可例会の為､ウェス

ティンナゴヤキャッスルにて

名占屋空港RC 4/9(11) 松本空港RC訪問の為

名.占屋和合RC 4/l1(j<) 6RC合|司例会の為､4/9(｢I)

名古屋東II IRC {l/12(*) 6RC合同例会の為、

4/9(11) ウェスティンナゴヤキャッ

スルにて
、 ノ

囮講演 "能の魅力”

横浜国立大学教育人間科学部

助教授三宅 1WI ･fさん

（紹介鈴木(1111)君）

かんあみ ぜあみ

能のllt界は、観阿弥・世阿弥の活雌した室町時代

前10|から、約ﾉ!〈而年かけて、主に支配|階級によって

練り ｜をげられてきましたから、ごく盤沢に聚縦に、

そして完曜な形で存在しています。またそれは、地

味で擁えめで、向こうから扉を開けて、迎えてくれ

るように開放的でもないので、誰にでも合うという

ものではありません。けれども一度その良さを知る

と、 もっと奥へ分け入って行きたくなる、魅力に満

ちた世界であることも事実です。
．＆しがか きんげんしばう ひの色

橘推|､りと塁間四方の桧の板の間があるだけの何も

j11(い、けれども美しい空間。そこに橘掛りを通って
こ‐》づみ オJおつづみ

筋・小披・大鼓・太鼓という能の音楽を'1凶する
1.メペ、しかた ホド〕とぐち

l聯r方がIIiiiかに薇場し、郷台右手奥の切戸口から合
じうたl‘

I咄をll1当する地謡が出て来て座ると、いつのiⅢlにか

能は始まっています。終わるとまた静かに退場して、

もとのI1Iも無い空間に戻る。この無駄の無い何気な

さこそが能の{言条であり、 この美意識に感動する人

は、それだけですでに能の魅力に取り懸かれてしまっ

ています。
斗た1， おもて

そしてI謡、灘、 ｜雛子、そのほか装束やliiをはじめ、

獅台上にあるものの存在感。これらは文句のつけよ

うのない完成度で、私たちの五感を楽しませてくれ

ます。

さらにJlや耳からの‘|宵報が大脳の想像力を'･ilる

部分を刺激して、頭の『|'に現実とは別の何かが起こ

るとき、たとえば何も無い舞台の上に)1光に照らさ

れた川1mが兇えたり、動くはずのないliiの表'1,1iが変

わったように感じたりすることがあります。これこ

そ能の能たるゆえんともいえる、典のおもしろさで

す。観容は演荷によって自分の想像ﾉJを刺激され、

何も無い郷台窄問に、色々なものがあるような錯覚

を起こすのです。

現実からのしばしの遊離。能楽'竜の"I;をl4lら開け

てみると、そこには昔の人も総てたものではないな

と、 ちょっと鮴しくなるような、思いがけない11t界

が{､ｻっています。
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i－－ロータリークイズ先週の答一一・
｜①163ｶ国②1905年､米'五lシカゴ③ｶﾅﾀ， ｜

|誠撫鐙臘剰
1 ロッパ･アフリカ⑧ロータリー創立'00周年 1
1 の2005年⑨本年‘! )122~28日米国ｼｶｺで ’
1 開かれ、 3年ごとに開催⑩スペイン．バル ！

' ｾﾛﾅ､ 2002年6｢'23-26日の予定⑪米貨 ’
’ 26.5Oセン|､ 、 1918年カンザスシティーRC、 ｜
iW年ｱﾄﾗﾝﾀ大会でｱｰﾁ~ｸﾗﾝﾌﾟRI会 i
i 長が柵{⑫失Iﾘ'救済は2000.0'年度ﾃﾌﾘﾝ ｜
i会長の強調事項の一つで､財団の同額補助金 i
I が国際的なスポンサーなしで使え、また未使 i
i 用の2000-01年度シェア蕊金を振り向けること i
i も可能。 ⑬ｸﾗﾌ奉仕､職業奉仕､社会泰 I
i仕､国隙奉||：⑭ﾊｰﾊｰﾄJ.テーラー⑮連 ！
｜ います。ロータリアンはクラブ会員で、ロー I

| ，ﾘｰｸﾗﾌがRI…です。
一一一一一一一一一‘."､----....口.一一一.q､｡--......p､一一一一一一一一一.-..--､一J

囮3月度理事役員会議題

1．次年度親朧活動（夏季家族公）の件

2．退会（1膳勤）の1'|：

一

画ニコボックスは紙面の都合上、次回掲載致します。

囮次回例会（3月27日）

友愛の| ’
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