
 

 

【点 鐘】                梅澤 馨 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【ソング】             鈴木憲治 SAA委員 

  ロータリーソング ♪我らの生業 

【ゲストビジター紹介】         梅澤 馨会長 

 ◇碓井勝次様（川崎百合ヶ丘ロタリークラブ） 

 ◇金田栄一様（卓話者） 

【会長報告】              梅澤 馨 会長 

１． ガバナー事務所関連  

① 不正の疑いのあるエコキャップ推進協会について、交流

があるかどうかの問合せ（当クラブはなし）   

② クラブ戦略計画セミナー 開催のお知らせ 

5月 19日（火）15：00～1700 メモワールソシア 21 ※

２名出席のこと 

③ 第２５１０地区（北海道）より親睦ゴルフ大会の案内 

6月 22日（月）7：00 スタート  小樽カントリー倶楽部 

２．米沢梅吉記念館より 100円募金のお礼状が届く。 

３． 桐光学園よりマリリンの経費徴収金額（請求）のお知らせ 

合計額 ３２１，９５３円（内、カナダ修学旅行費は２６７，０３７円） 

４． アルテリッカしんゆりより 

 4月 9日に行われた 2015実行委員会の資料が送られる。 

５．4 月 10 日当クラブの麻生川清掃活動がタウンニュース麻生区

版 4月 17日号に掲載される。 

 

 

 

 

 

 

【幹事報告】                  梶俊夫幹事 

◆例会変更 

○川崎稲生 RC 

 ●4月 24日（金）移動例会  場所：絵（稲田堤駅）  

 ●5月 7日（金）休会 

○横浜あざみ RC 

 ●4月 15日（水）⇒17日（金） 7 クラブ合同例会 18：15点 

鐘 新横浜国際ホテル「チャーチル」 

●4月 29日（水）・5月 6日（水）休会 

○川崎幸 RC 

●5月 1日（金）休会  

●5月 22日（金）⇒２６日（火）移動例会 自衛隊横須賀基 

  地 

●6月 26日（金）夜間例会（今年度最終例会） 

 

◆会報着 

○新川崎 RC 第 969回（2/25）～第 973回（3/25） 

 

◆卓話案内 

○神奈川 RC 4月 27日（月）12：30点鐘  

 卓話者 ： 高良 明 ガバナーノミニー（川崎西ＲＣ） 

         テーマ『 企業存続と職業奉仕の経営 』 

 

 

 

 

 

 

第 1099回 例会記録 平成 27 年 4月 17日（金） S.A.A 委員長 青戸 慶太 

  

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 

［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 5・ 金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 0R 移動例会 

 

第１１００回例会４月２４日（金）夜間移動例会（歓迎会＆誕生日会）  新百合ヶ丘『横浜楼』     

５月 １日（金）ゴールデンウィーク休会 

第１１０１回例会５月 ８日（金）第 11回理事役員会（新旧）     ホテルモリノ新百合ヶ丘７F 

 

 



【出席委員会】                 蓬田委員長 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 1099回 25 23 2 - 92.0％ 

第 1098回 24 17  7 5 91.7％ 

第 1097回 24 17 7 7 100.0％ 

      

【ニコニコ委員会】            親松委員長 

  第 1099回（件数）      合    計 

ニ コ ニ コ    23 件 ￥24,000 

    

●お客様 

◇川崎百合ヶ丘 RC碓井勝次様 【おじゃま致します】                  

●当クラブ 

◇梅澤会長 【金田様 本日の卓話よろしくお願い致します】 

◇梶幹事 【同上】  

◇大野会員 【痛風!?】 

◇川崎会員 【今日からよろしくお願い致します】 

◇志村会員 【八重桜が咲きました。金田様よろしく】 

◇鈴木憲治会員 【痛風の会長 お大事に!!】 

◇鈴木眞一会員 【金田様 卓話よろしくお願いします】 

◇鈴木豊成会員 【昨日は疲れました】 

◇花輪会員 【長期欠席申し訳ありませんでした】 

◇山下会員 【昨日は疲れました 晴れ男でよかったです】 

◇青戸会員◇臼井会員◇宇津木会員◇親松会員◇君塚会員 

◇佐々木会員◇鈴木昭弘会員◇長瀬会員◇森茂則会員 

◇森啓伊会員◇雪井会員◇蓬田会員 

  以上、ご協力ありがとうございました。 

 

 

【会長幹事お疲れ様会ご案内】     鈴木昭弘次期幹事 

○日時 平成２４年５月２４日（日）～２５日（月） 

○場所 石和温泉 鉱石の宿「かげつ」 

    山梨県笛吹市石和町川中島３８５ 

○金額 宿泊のみの方   ２５，０００円程度 

            （記念品代等含む） 

    翌日ゴルフの方  ３７，０００円程度 

            （記念品代等含む） 

○出欠 ４月２１日までにお知らせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 
 

【卓話者のご紹介】            鈴木眞一会員 

○お名前 金田栄一（かねだえいいち）様 

○元・歌舞伎座支配人（現歌舞伎座舞台㈱顧問） 

○立教大学を卒業され、松竹㈱に入社、以来歌舞伎座の

舞台の運営に携わる。 

○現在、放送大学非常勤講師、中央区区民カレッジ、丸

の内朝大学、よみうりカルチャー等で歌舞伎講座の講

師を務められている。 
 
【招聘卓話】            金田栄一 様 
 
※内容は次ページ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

【４つのテスト】           佐藤忠博会員 
 
【点  鐘】              梅澤馨会長 
 

【会報委員会】           文責：花輪孝一 

 

 

大変に分かりやすく講話をして頂きました。 

 

興味深い内容に、会員も聞き入っていました 

 

 
梅澤会長から御礼の挨拶 

 



金田栄一様 卓話内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知って楽しい歌舞伎雑学 
2015.4.17 講師＝金田栄一 

   

■そもそも歌舞伎とは 

歌舞伎は「役者を中心としたエンタ－テイメント」であり「工夫が凝らされた究極の娯楽」です。欧

米の演劇が主に作者や演出家を主体とする「作品本位」なのに対し、歌舞伎は世界でも珍しい

「役者本位」の芸能という特質を持っています。このことは日本人特有ともいえる観劇スタイル、つ

まり人気俳優や主人公が登場しただけで客席から拍手が沸き起こり、また芝居中に「俳優の屋号」

で声が掛かるといった現象を見てもわかるような気がします。 

 

■歌舞伎は、傾（かぶ）いている 

歌舞伎の語源は「かぶく（傾く）」です。江戸時代、流行を先取りし派手な身なりでやや常識を逸

脱した者たちを「かぶきもの」と呼びました。慶長 8年(1603)、出雲阿国（いずものおくに）と称する

女性の一座が京都の四条河原で評判を取り、それが奇抜で風変りだったので「かぶきおどり」と呼

ばれ、これが歌舞伎の起源とされます。ですから歌舞伎はチャレンジ精神とエネルギーにあふ

れ、その姿勢は今も変わりません。また「歌舞伎」という字は当て字ですが、これほど見事な当て字

はありません。女性からスタートした歌舞伎も風俗上の問題から女かぶきが禁止され、役者は成人

男性に限られましたが、これが世界にも類を見ない優れた女方芸へと発展し、歌舞伎の大きな特

徴となってゆきます。 

 

■歌舞伎は壮大なおとぎ話 

歌舞伎には歴史上の有名な人物がよく登場しますが、とはいえ歴史物語を忠実に伝える演目と

いうのはまず無いといってよいでしょう。江戸時代は実在の武家社会を芝居にすることが禁じられ

ていましたので、源義経や曽我兄弟といった平安・鎌倉時代の英雄の名を借り、その時代を背景

としながら江戸の風俗を自由に登場させます。つまり歌舞伎というのは根本的に「おとぎ話」です。 

 

■観客サービスの精神と舞台機構 

歌舞伎には見せ方の工夫がいろいろとありますが、「花道」と「廻り舞台」はその代表格でしょう。

花道で登場人物が立ち止まるところを「七三」と呼び、ここに立つ人はスポットライトが当たってクロ

ーズアップされたように、観客の視線を一身に集めます。カメラも照明もなかった頃にこういった手

法をすでに編み出したのですから、その優れたアイディアはまさに驚きです。 

また「廻り舞台」や「セリ」といった舞台機構も実に効果的で、見る者を飽きさせません。こういっ

たところにも歌舞伎のサービス精神が表れています。 

 

■時代を数百年も先取りした隈取 



 

 
■時代を数百年も先取りした隈取 

隈取は大きく分けて赤い隈取と青い隈取があります。赤い隈取は正義のスーパーマンで、顔の

血管や筋肉が力強く浮き出ている様子を表しています。一方、青い隈取は敵役、つまり青筋が立

っていると考えればわかりやすいでしょう。こういったことも今ならアニメやＣＧで簡単に表現できま

すが、これを元禄時代の團十郎が考案したのですから、時代の先取りどころではありません。また

茶色の隈取は動物の化身など、人間ではないものに使われます。 

 

■歌舞伎の外題（げだい）は究極の言葉遊び 

歌舞伎の題名は外題と呼ばれ、五文字・七文字と縁起の良い奇数が決まりとなっています。作

者も趣向を凝らして洒落っ気のある題名を工夫しています。 

『仮名手本忠臣蔵（かなでほんちゅうしんぐら）』・・・有名な赤穂義士の討入りを題材としています

が、実話通りでは芝居に出来ないため鎌倉時代という設定になっています。「仮名手本」は「いろ

は四十七文字」で四十七士を指し、「忠臣」は「義士」と同じ意味、「蔵」は「大石内蔵助」と考えて

いいでしょう。 

『神明恵和合取組（かみのめぐみわごうのとりくみ）』・・・通称『め組の喧嘩』、町火消と相撲取りの

実際にあった喧嘩が題材です。「め組」は芝大神宮（神明様）の氏子ですから「め組」を「神明」

「恵」と掛け言葉にし、「かみのめぐみ」とはうまい読ませ方です。さらに相撲取りと喧嘩して仲直りし

ますから、「取組」「和合」ときれいに結びました。これは数ある中で秀逸な外題の筆頭でしょう。 

『伽羅先代萩（めいぼくせんだいはぎ）』・・・仙台伊達（だて）藩のお家騒動を題材としていますが、

こちらも舞台は鎌倉という設定で足利の殿様として登場させています。実際に伊達の殿様が伽羅

（きゃら）という高価な銘木の下駄を愛用したという逸話から伽羅を「めいぼく」と読ませるあたりが見

事な言葉の遊び、「先代」と「萩」はともに仙台を表わしています。 

 

■舞台にこそこそと出てくる、あの黒装束の人たちは？ 

黒装束に身を包み俳優の演技を助ける人を｢黒衣（くろご）｣といい、芝居中に小道具類を持っ

てきたり、不要になったものをかたづけたりと、大変便利な役割をします。｢クロコ｣と呼ぶ人も多い

ですが、正しくは｢クロゴ｣。舞踊などでは裃（かみしも）や紋付姿で「後見」として手助けをします

が、役割は同じです。これは裏方や専門の職種ではなくそこで演じている俳優の弟子、すなわち

この人たちも俳優さんで、ある程度ベテランでないと勤まらない難しい仕事です。 

 


