
ロータリークラブの例会は、
週に一度決められた会場で、

必ず『例会』として１時間開催
されます。会員はこの例会に
出席する権利と義務がありま
す。

「ロータリーは、例会に出席
することが大切です。必ず出
席するように」と、先輩会員から聞かれて悩んでいらっ
しゃる新会員の方も多いと思います。所属するクラブの
例会に欠席した場合は、前後２週間の間に他のクラブ
に出席して補填することができます。近隣のクラブはも
とより、国内、海外、どこのクラブにも出席することが可

能です。
それを、メークアップ（メーキャップ）と言います。メー

クアップ“Make-Up”、英和辞典を引くと、多くの意味が
並んでいます。

ロータリアンの「三大義務」は、ご存じのように、「例会
の出席」「会費の納入」「ロータリー雑誌の購読」です。
前述のように例会に出席できない場合、それを補うた
めに、他クラブの例会などに出席するのが「メークアッ
プ」。日本語で言えば、「欠席補填」ということになります。
この「欠席補填」であるメークアップをサイト（E-CLUB）
からすることができます。

E-Clubのメーキャップ方法は、それぞれに、少しずつ
違いはありますが、基本は同じです。
①まずトップページから、メーキャップを選択します。

②方法についての説明がありますので、よく読みましょう。
ログインアカウントを登録するクラブもあります。30分
間を時間カウントするクラブもあります。

③メーキャップ手数料は500円～1000円ですが、支
払う方法は、ほとんどがクレジットカード決済です。JC
B ・VISA など、たいていのクレジットカードでの決済が
可能です。一部、銀行振込可もあります。

④ご自分のメールアドレスの記入は必須です。この記
入したメールアドレスに証明などの連絡が届きます
ので間違わないように記入しましょう。

⑤ほとんどのクラブで、感想または設問の回答記入が
必須で、最低100文字～300文字以上の記入が必
要です。

⑥メーキャップが完了したら、完了した旨の表示があり、
記入したメールアドレスに証明書が送られてきます。
完了後すぐに届く場合と、少し時間(半日～1日)が
経ってから届く場合もありますので、ご留意下さい。

⑦届いた証明書を事務局にメールで送るか、印刷し

て届ければ、これで「メーキャップ」完了です。

①4月8日地区研修協議会への交通手段は公共交通
を利用ください。

②4月9日に財団補助金の選考委員会が開催されま
す。・③5月26日（土）に地区主催の新会員の集い
が開催されます。

④財団・米山の寄付について６Gのすべてのクラブは寄
付をしておりますが、まだ未達成のクラブがあります。

⑤次年度交換留学生、台湾からの学生で大和西高校
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【 本日のプログラム 】 4月5日 卓話 「クラブ創立40周年記念について④」 40周年実行委員会
【 次回予告 】 4月12日 第5回クラブ協議会 「地区研修・協議会を終えて」 会長、幹事

【 第1894例会 】 平成30年3月29日（木） 【 司会SAA 】 髙橋 清 君
【 斉唱 】 「それでこそロータリー」 【 ソングリーダー 】 梅田 秀雄 君
【 ゲスト 】 萩原 由紀子 様、熊丸 桂子 様

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 6名(敬称略)

40名 27名 79.41% 77.42% 12名 阿萬、橋本（吉）、石田、新村、小倉、富澤

会長の時間 小栁 智裕 会長
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に行くこととなります。まだホストファミリーがすべて決
定しておりませんのでご協力お願いいたします。

⑥4月のロータリーレートは104円/$です。

⑦新クラブ本厚木RC。３/6ガバナー事務所に申請提
出されました。。

次年度プログラム委員会 橋本 日吉 委員長

来週4/5例会終了後、13時30分～委員会を開催
いたしますので、担当の委員会の方は、ご出席をお願

いします。
【
お祝いの方々】
親睦活動委員会 梅田 秀雄 委員長

会員誕生日 新村 千成 君 3月29日
番 桂柳 君 3月31日
阿萬 正巳 君 4月2日

結婚記念日 神作 彰 君 3月31日

藤塚 勝明 君 4月2日
上田 利久 君 4月3日
石田 卓也 君 4月3日

創業記念日 番 桂柳 君 4月1日
梅田 秀雄 君 4月1日
岸 幸博 君 4月1日
小野 泰弘 君 4月1日

入会記念日 辻 彰彦 君 4月1日

「ダンス同好会について」
ダンス講師 萩原 由紀子 様

皆さまこんにちは、ダンス同好会で講師を務めており
ます萩原由紀子です。

私は海老名市在住で、自宅は今年5月で36年を迎
えます、小さな美容院を営んでおります。昨年12月の
クリスマス例会で皆さまにお目にかかりましたが、2度目
でまさかこのような機会のこのような場所に立つとは思
いもよらず、恐縮しております。よく人前でダンスを踊っ

ているんだから、慣れているでしょ？とか、思われがち
なのですが、何度ダンスの舞台を踏んでも、自分で落
ち込むほどの緊張しすきのあがり症と自負しています。
まして、人前で話しをすることなどいちばんの苦手な事。
しかし、引き受けてしまったので、有難い経験と捉え、
私が今までの人生の中でダンスにどう関わってきたか、
というお話と、社交ダンスとは、そしてダンスがもたらす
良い点、そしてこれからの目標などをお話しさせていた
だこうと思います。

今現在の私の肩書きはと言えば、実家に戻った×

イチで母親の介護をしている、というのが、いちばんの正
解だという気がします。

これまでの約半世紀になろうとしています私の人生
を振り返ってみると、最初のダンスとの関わりは幼稚園
の時のお遊戯会だったと思います。幼少の頃から歌うこ
と、踊ることが大好きでしたが、幼稚園の発表会の際に
は、緊張なのか泣いている写真と共に早くも挫折感の
ようなものを覚えたことを記憶しています。そして高校
生の頃に偶然テレビから流れていた、衣装、ステップに
釘付けになった当時の、日本チャンピオン玉置組のダ
ンスをはっきり覚えています。

それは、日本の3大競技会の中の一つ、スーパージャ
パンカップという大会のショーダンスという、自ら選曲し
た音楽の中に何種目かのダンスを入混ぜ、それに合わ
せて振り付けをし、競い合うというスタイルです。その鮮
烈なダンスが忘れられず、短大に入る頃になると社交
ダンスというもので、学生連盟で舞踏研究部というクラ
ブに入れば習えるということがわかりました。

入学するやいなや、たった1人ですぐに見学しに行き
ました。ところが、そこは、優雅とか美しい～などという
雰囲気は一切なく、何故か女子部員はハイヒールにテ
ニスのスコートをはき、怖い先輩方の罵声が飛び交う中
で汗を飛び散らしているという、まさによく見るスポーツ
根性物語の世界でした。競技会では男の人は何故か
学ランという衣装にも驚かされました。練習や合宿など、
本当に厳しく、ダンスの為に良かったか悪かったのか、
はっきりわかりませんが、体力、精神力は相当鍛えられ
たと思います。

入部してすぐの4月の終わりに東都選手権という大
会を観戦しに、水道橋に今でもあります後楽園ホール
に足を踏み入れた時の、スポットライトの下でキラキラし
た衣装を身に付けリズミカルな音楽で何組もが一斉に

踊っている世界に一気に心を奪われたのです。そこか
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ら私の人生とダンスは離れられないものになっていきま
した。

学生ダンスの世界では同学年が皆辞めていき、活
躍は全くできませんでしたが、クラブのOBの先輩とカッ
プルを組み、卒業後にはアマチュアで心の中では日本
チャンピオンになるんだという気持ちで当時のパートナー
といつも戦っているような毎日だったと思います。私が
出会った社交ダンスは競技ダンスというスポーツ性の
高いダンスでした。

競技ダンスというのはルンバ、チャチャチャ、サンバ、
パソドブレ、ジャイブという5種目をラテン。ワルツ、タンゴ、
スローフォックストロット、クイックステップ、ヴェニーズワ
ルツの5種目をモダン、若しくはスタンダード。この10種
目が一般的に社交ダンスとして日本では知られていま

す。各競技会では、すでに登録済みのカップルで出場
組数によりますが、予選が1回から3回、10数組が一斉
にフロアで踊ります、そして準決勝12組、決勝は6組で
踊られ順位が決められます。選手は種目は分かってい
ますが、どんな曲がかかるのかはわかりません、流れ
てきた音楽に合わせて、先生などにつけていただいた
ルーティンに合わせ踊るのです。

最近でいうと、タレントのキンタローがテレビで取り上
げられていたのがそうで、昔のことになりますが、私もこ
のダンスに夢中なり数多くの競技会に出場しました。上

のクラスに昇級すると、武道館でおこなわれている日本
インターナショナル選手権、や、全日本選手権などに
出場の為東京の他、北海道、九州、大阪、名古屋色々
な場所に行きました。世界の３大ダンス大会であるイギ
リスのUK選手権やブラックプールの大会にも出場しまし
たことも良き経験でした。

20代も終わりにになると、若い選手に抜かれ、限界
を感じてきてしまいました。競技ダンスというだけに、どう
しても勝つことだけが目標にない、結果の悪い競技会
の後は辛いものでした。

そして、一旦ダンスから離れた時期もありました。その

間にホノルルマラソンに挑戦してみたり、他のことに目を
向けては見たものの、やはりまだ満たされていない自分
がいました。

しかし、ダンスは一人ではできません。もう、満足して
いた元のパートナーさんとは残念ながらお別れをするこ
とになりました。そして新たなパートナーシップを組み、
今度はプロフェッショナル部門で競技会にも再チャレン
ジしましたが、その後だんだんと自分達の好きな曲で
表現したいという思いが強くなり、プロのジャズミュージ
シャンとダンスでコラボレーションしたショーを何度か行

うことをしたり、オペラ歌手とコラボレーションして、小学
校へ出向くことなどもありました。

新パートナーの紹介で、ある年ダンスのレッスンを受
けにイタリアへ行くことになりました。その先生はモダン
部門で元世界チャンピオンという、私も何度も日本で見
ていた有名な先生でした。恐れおおくてとビクビクしてい
ましたが、パートナーは私よりかなり若く、先生の現役時
代を知らずにオファーしていたのです。この時に、そん
な大胆な行動で新たな道が広がることがあるんだとい

うことを思い知らされました。
ダンスの本場はイギリスと言われますが、イタリア始

めヨーロッパの国々、アメリカロシアなどに素晴らしいコー

チャーがたくさんいて、世界中からたくさんのダンサーが
レッスンに、もちろん日本や中国韓国などアジアからも
多く海外に留学します。

この初めての2ヶ月の留学で、私はダンスだけでなく
イタリアでの生活がすっかり気にいってしまいました。明
るい太陽と糸杉という木々の田園風景や、歴史を感じ
る石畳の街並み、BARという場のコーヒー(カッフェ)を飲
みながら色々な世代の人々が混ざり合って語り合う文
化、そして、アウグストとブリギッタというこの夫妻に出会
えたことはとても大きな事でした。このイタリアの地で、ダ
ンスのことも更に深く知ることができたように思います。

日本でいう社交ダンスというのは、先程話しました10
種目のインターナショナルスタイルですが、他にアメリカ
ンスタイルというものがあります。アメリカンスタイルの競
技会もあり、多少種目が変わります。もちろんアメリカや、
世界中で沢山の人達がダンスを楽しんでいます。ウエ
ストコーストスウィング、ハッスル、リンディーホップ、ボレ
ロ、バチャータ、メレンゲ、アルゼンチンタンゴやサルサ、
ズーク、キゾンバ、カントリーウェスタンなどなどなどなど。
ペアダンスというのは本当に沢山あって、そして競うダン
スだけじゃなく、楽しむダンスというのも、イタリアで初め

てめて知った気がします。音楽が流れていて、こちらの
カップルとこちらのカップルでは違う種目を踊っている！
そんなパーティーの光景も驚きでした。

1年も経たずに再び訪れた際にはもう住むことを決め
ていました。その半年後にはイタリアのダンススタジオで
片言イタリア語で生徒様にレッスンする日々。今考える
と相当恐ろしいことをしていたと思うのですが、コトバが
不自由な分、気持ちを強く伝えようとしていたのだと思
います。ダンススタジオの同僚達や、そして生徒さんで
あったお菓子屋さんのご夫婦や、美容師をしていたマ
ダム、薬屋さんの家族、旅行会社の青年などなど、色々
な方との出あいがあり、助けられました。

その時の生徒さん同士が去年結婚していたり、「Coc
co（私）と出会えたことが、あのスタジオで1番良かった
こと」などと言ってもらえたり、今でも彼らとの交流は続い
ていて、それは私のかけがえのない宝物にもなっていま
す。

難しかったビザの発給を日本で待っていて、ようやく
目処が経とうとしていた矢先、母がだんだん物忘れを
するようになってきました。イタリアの先生であるアウグ
ストとブリギッタとSkypeで話していたらこんな風に言わ

れました。『子供の時は親は貴方の面倒をみてくれた、
今度は貴方がする番だ』と。この時の2人の真剣な真摯
な表情と言葉で日本にとどまる決心がつきました。そし
てその後、美容師資格を取得し、年齢が上がっていっ
てもダンスを踊る為には身体の使い方をもっと知らなく
ては！という思いで、ピラティスというトレーニングメソッド
を勉強したり、又、イタリアのダンススタジオと同じ系列
の横浜にありますダンススタジオで働くこともできました。
男性役ができるようになったのも、このスタジオのパーティー
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やレッスンで沢山男性役で女性と踊ったお陰です。
ダンスがなくても人は死にはしません、けれど、ダン

スを知ると、きっと人生は変わります！例えばそれが、

身体に訪れる変化や、見かけの変化であったり、自信
が持てる振る舞いができるようになったり、色々な人と
の出会いということかもしれません。

ダンスがもたらす効能として、1番にあがるのは、姿勢
が良くなる、ということでしょうか？姿勢を気にするように
なるという方が正しいかも知れません。若々しく見える
人は全て、背中が、後ろ姿が美しいと思います。頭が
前に出て背中を丸くしていってしまると、相手の邪魔に
なってしまいます、結果的に段々と姿勢が良くなってゆ
くのです。次に音楽を聴く、音楽に合わせながら動くと
いう楽しさと共にリラックス効果があるのではないでしょ

うか？どんな音楽が流れてきても、あっ！これは何何
が踊れる！というくらいになっていくと本当に楽しさも倍
増すると思います。

そして1番大事なことは、人と人が手を取り合って同
じ音楽を聴きながら一緒に動く、というコミュニケーショ
ン効果ではないでしょうか？近頃はAI、ロボットなどが発
達し、この先お店の店員さんも必要でなくなる時代がく
るかもしれません。もちろん必要とされる場所も多く、否
定しているのではありませんが、血の通い合う人間同士
が向かい合い、同じ曲を聴きながら踊るという、この作

業は、相手を思いやる気持ちがないと成立しません、こ
のことが、人間形成にも多いに役立つと私は考えます。
私はこのダンスの魔法にずーっとかかっているのだなと、
思います。そしてそのちっちゃな魔法を少しでも他の人
にかけることができたらな☆と思っています。

これからの目標として、このロータリーさんで多くの男
性陣にお会いすることができました。世間では、少し女
性優遇のサービスが多すぎて、日本の男性は肩身の
狭い思いをしていてるのではという思いがあります。なの

で、日本の大人の男性陣をカッコよくしていきたいという
夢があります。そして、私の母の思いが詰まったお店の
看板を守りながら、誰もがイキイキと健康的で美しい生

活が送れるお手伝いを！ダンス、ピラティスというツー
ルを用いて行っていきたいと考えています。

『人生において、成功は約束されていません、しかし、
成長は約束されている！』これは、最近読みました田
坂広志さんの本の中の、心に残ったコトバです。ダンス
を通じて、1人の人としてもっともっと成長し続けたいと
思っています。

今回この原稿を書くことによって改めて今までの人生
を振り返ってみて、やはり、色々なお人に出会い、そこ
から派生してまた新たな道に導かれてきた、という思い
がします。

昨年の春、務めていたダンススタジオを辞め、ダンス
と離れていた時に、この同好会メンバーである、けいちゃ
んと、いつもの通りに呼ばせてもらいますが、彼女がこの
ロータリーのダンス同好会を紹介してくれました。新た
な出会いを与えてくれた彼女に感謝しています。今回
の写真集めで偶然見つかった、ウン十年も昔の私達の
姿を皆様に見ていただき、終わりにしたいと思います。
そして、私達を繋いでくれたそれぞれの母にも感謝した
いと思います。

ご清聴ありがとうございました。
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小栁智裕会長、北砂明彦幹事
萩原由紀子様、本日はようこそお出で下さいました。

毎週丁寧にご指導頂きありがとうございます。同好会メン
バーも、これから入会を検討している会員も、本日の卓
話を楽しみにしておりました。実演も含めてよろしくお願い
致します。
横澤 創 君

良寛和尚の俳句より「散る桜 残る桜も 散る桜」
桜吹雪の中、藤沢街道を走って来ました。見事な
満開です。早く花見に行かなくっちゃ。
番 桂柳 君

①誕生日を祝って戴きありがとうございます。あと3年
で90歳です。それ迄もちますか、どうですか。

②創業記念日を祝って戴きありがとうございます。ただ
し診療所を閉じ13年になります。よりまして諸々底をつい
て来ました。
神作 彰 君

結婚記念日のお祝いありがとう。
藤塚 勝明 君

結婚記念日を祝って頂きありがとうございます。
梅田 秀雄 君

創業記念日を祝って頂きありがとうございます。業績

は厳しいですが、なんとか頑張っています。
岸 幸博 君

創業を祝って頂きありがとうございます。70年にな
ります。
阿萬 正巳 君

誕生日のお祝いありがとうございます。また、先日は妻
にもお祝いを頂きましてありがとうございます。
辻 彰彦 君

入会記念日をお祝い頂きありがとうございます。
川名 惠美子 君、入江 公敏 君

萩原由紀子様、本日はお出で下さり、ありがとうござい
ます。感謝申し上げます。貴女の様な素敵なお友達であ
る事を誇りに思います。
川名 惠美子 君

新村千成様、番桂柳様、阿萬正巳様お誕生日おめで
とうございます。
板垣 克浩 君

萩原さん、いつもレッスンありがとうございます。卓話楽
しみにしております。
親睦活動委員会

先日の家族会では、大変お世話になりました。今年度
の家族会としましては、皆様のご協力によりまして無事に
終了することができました。ありがとうございました。

スマイルボックス 橋本 日吉 副委員長 本日 \19,000 累計 \485,309


