
◆ゆったり例会を行います。 　
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◆司　　    会　祖父江　佳乃さん
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◆卓話紹介会員　社会奉仕委員会 委員長 伊藤　晋一君

◆スピーカー　　　 愛知県北警察署　署長 後藤　安彦様　　

会長　近藤　朗

皆さん、 こんにちは。 令和になって３回目の例会、新年早々の慌

ただしさも、 少し、 落ち着いてきたのではないでしょうか？

さて、 本日は、 「大相撲」 の話をさせて頂きます。

と申しますのは、 私、 先週１７日金曜日、両国の国技館で、１月場

所６日目を観戦して参りました。

１月場所は、昨日１０日目現在、白鵬、鶴竜の両横綱が休場し、１敗

は４枚目の正代１人、これを、大関貴景勝、 ９枚目豊山、 １１枚目輝

が２敗で追いかけるということになっています。

この結果をみても分かりますとおり、「世代交代」 が叫ばれ、下位の

人気力士、 例えばイケメンの遠藤や小兵の炎鵬の活躍に皆が沸

き立っています。 実際、 昨日１０日目の取り組みは、何れも力の入

ったもので、 見応えがありました。

さて、 「大相撲の観戦」 にも、いろいろな方法があります。

簡単な順に言えば、 深夜にＢＳで放送している 「今日の取り組み」

や、ネット配信、次に、ＮＨＫ総合で午後放送している十両後半以

降の様子、 更に、 国技館等、 本場所を観に行くという方法です。

まず、 「今日の取り組み」 等ですが、純粋に 「スポーツとして観る」

という意味では、 「技と結果」 に集中できて、 よいでしょう。

何度も見返せば、なおさら分かります。

次に、ＮＨＫ総合の放送です。 これは、「ＮＨＫが綴る物語」 であ

ろうと思います。 正直、 各取組間の時間は長い。

そこで、ＮＨＫは、 「チャンネルを変えないよう」 様々な工夫を凝ら

します。１月場所では、幕内力士を４名出している近畿大学相撲部

の伊東監督が場所中に東京で亡くなられ、未明に駆けつけた朝乃

山が気丈に振る舞い、 難敵を倒すという姿を見せました。

このＮＨＫの放送との比較で、 「国技館での観戦」 を考えると、面

白い。 観戦された方々はご承知置きのことと思いますが、実は、Ｎ

ＨＫの放送には、 大きな欠落があります。

それは、 「懸賞の幟を映さない」 ということです。

制限時間まで、 何度も塩をまく間、 人気力士には、多いと２０本以

上の幟が出ます。 それらについて、 カメラを引き、字を被せ、音を

消して、 見せない。 実は、 国技館では、 その間、 幟の多さにど

よめきがあり、 贔屓の力士に大きな声がかかり、、 と、 「好き嫌い」

「お金」 という、 プロならではの、 「きれい事でない」 情景が繰り広

げられています。 私は、 白鵬と一旦休場して復活した御嶽海との

結びの一番で、白鵬が破れた瞬間を見ましたが、制限時間前、会

場全体が、 「白鵬の敵」 になったような状態で、少し恐ろしい気が

しました。 その様子を見ると、 白鵬の 「勝ち上げ」 等、 厳しい立

会について、 「横綱らしくない」 という批判があるのも、 「何言って

いるんだ！　現実は、 『会場全体の虐め』 のような状態だ。

俺だって、一人の人間だ！」 と、白鵬は言いたいのではないか ・ ・

と思ったりします。

このように、ＮＨＫは、「きれいごと」 としての大相撲を演出し、他方、

本場所の観戦は、きれいごとでないリアルな部分を見せてくれます。

ロータリークラブの例会も、 「週に１度、顔を合わせる」 というリアル

な経験です。ネット etc. では分からない 「リアル」 を体験しましょう。
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私は２２年前の平成１９年１２月１４日に入会し、クリスマスの家族会で

入会式でした。

その時６人ぐらい新入会員が壇上に上がりました、 メンバーが７９人

ぐらいだったと思います。

私は忘年会時期で一般忙い時でしたので、遅れて参加した記憶が

あります。 私が入会した時は私はテレビ、 ラジオ、 CM、 番組にも

レギュラーで出演したりで、 ちょっと有名人でした。

名北ローターリーの方が何度も４、 ５人で、お客様で見えて入会す

るよう、 進めてくださいました。

他のクラブの方も勧めてくださいましたが、 熱心な名北ＲC に決め

ました。私はローターリーの事は何も知りませんでしたが、 自分の成

長の為にと入会を決めました、 入会しでから、 私は店が忙しく、 例

会に出る事が、なかなか出来ず他のローターリーの例会に参加して

ました。 メーキャップです。 お正月で餅つき遠しているクラブもあり

ました。 女性は少なく、 男性ばかりのクラブもあり、びっくりしました、

今は女性も増え先日も女性の会に参加させて頂きましたが１００人ぐ

らいのローターリアンが集いました。

「５０人目指して」 梅村　美知容さん

私の娘の家族はオーストラリアに永住してます、 オーストラリアは行

くたびにいろいろなクラブにメーキャップして参加します。

ある時はブリスベンの市長さんの婦人の隣の事もありました、 市の

真ん中のクラブです。 １００人ぐらいました。

日本人の方も一人いました、 マウント、 グーサーのクラブは山の上

のレストランの素敵な夜景を見ながらの例会で１０人ぐらいでしたが、

カレーでした。 その時はゲームしたりで、ワインをお土産にもらって

きました。 ハワイの例会も何度か参加しました。

女性がら多く華やかなでした、アロハで参加で良いです、 日本人

の方も多く見えました、他のクラブに参加も楽しいです。

令和元年５月より東急ホテルになり新規一転５０人にする為、 近藤

会長、梶川増強委員長、 プロジェクト５０西村委員長を中心に、会

員全員で取り組んだら、 すぐ 50 人になると確信します。

守山R Cでは入会して間もない岩野司さん中心で４年で２５人増強

今５８人になり、　錦R C は２年で８人増強３６人となりました。

１０月２日は守山 R C のホーム、 マリオットでの例会です。

この２つのクラブには、 増強の為の資料も頂き、 大変協力して頂き

ました。 ありがとうございました。

全員がターゲットの方を出して頂き、手作りのお誘い資料を活用し

て頂ければと思います。

今名北ロータリーが躍進する時と信じてます。 皆さまのお力をお貸

しください。 映えある名北ロータリーために。

梅村　美知容さん　松原礼子さんごゆっくりしてください。

尾関　正一君　ニコ協力ありがとうございます。

【松原さんようこそいらっしゃいました。 楽しみましょう。】

近藤　　 朗君　梅村 　 　篤君　北村紀子さん　足立陽一郎君

玉置　正樹君　遠藤　友彦君　梶川　久雄君　渡邉　泰彬君

杉浦　定文君　尾関實津成君　塚本　　 隆君　西脇　良一君　

平子　明資君　阿部　美男君　木村　雅一君　加藤あつこさん

香田　研二君　石黒　　 勉君　西村　　　努君　　入江由希子さん　　　　　

加藤　昌之君　梅田　　 渉君　宇都木 　寧君　柴山　利彌君　　

吉村知紗さん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ニ コ ボ ッ ク ス

会 員 卓 話

１． ３月１１日（水） は、 昼間例会を変更して名古屋アイリスＲＣホ

     ストにより６ＲＣ合同夜間例会が開催されます。 出欠票を同封

     致しましたので、 ２月５日 （水） までにご提出ください。

     日　時　令和２年３月１１日 （水）　

               17 ： 30 ～受付

　　　　　　　 18 ： 00 ～ 18 ： 30　第一部　例　会　（一部座席指定）

　　　　　　　 18 ： 30 ～ 20 ： 30　第二部　懇親会　（着席ビュッフェ）

      場　所　ANA クラウンプラザホテルグランコート名古屋　

                ７階 「ザ ・ グランコート」

２． 先月１２月７日 （土） に開催いたしました家族忘年会の写真の

　　　展示は、１月２９日 （水） までです。お済でない方は、お申し込

　　　みください。

３． 北警察署より感謝状を頂きました。会長よりご披露して頂きます。

４． 来る２月２６日 （水） に行われます東名古屋分区 I.M. の登録

　　　料のお支払いがお済でない方は、お支払いをお願い致します。

幹 事 報 告


