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＜ビジター・ゲスト＞ 

東條ボールルームダンススクール主宰 

    東條 道男 様 

    東條 恵子 様 

 

 

司法書士・行政書士 

白幡事務所  白幡 英悟 様 

 

★米山記念奨学会 評議委員任期終了感謝状 

 石川嘉彦会員 

 

★☆★会長の時間 粕谷康彦会長 

９月 10日(木)

台風の影響と停滞

した低気圧による

豪雨で、関東地方

の河川の増水が心

配されている中で

の出発となった、

お月見家族会ですが、予定通り３時 45分入間

市をバスで出発いたしました。浅草橋の船宿、

三浦屋に６時に到着し神田川から屋形船に乗

り隅田川を遊覧しました。船内は終始和やか

な雰囲気で、窓から見える夜の東京のビル群、

レインボーブリッジやスカイツリー等、眺め

や照明が圧巻でした。宴会カラオケが始まり 

 

皆さん歌がとても上手で、さながらカラオケ

大会の様でした。お月様は見えませんでした

が、川面に映る景色は写真の絶好のシャッタ

ーチャンスでした。 

９月 11日(金)夏の終わりの長雨に続いて

台風 17,18号、その後の豪雨の影響で鬼怒川

の堤防が 66年ぶりに決壊し、大きな被害が出

ました。濁流が茨城県常総市の住宅地や田、

畑に流れ込み逃げ場を失った人々が、自衛隊

や警察のヘリコプターに空から救助される様

子がテレビに映し出され、濁流の中での救出

劇をハラハラしながら見守りました。自然災

害の恐ろしさを改めて思い知らされました。

災害に遭われた方々には心よりお見舞い申し

あげたいと思います。尚、茨城県常総市での

冠水被害について、この地区は第 2820地区に

当たり「人道的支援」により、各地区でも協

力できる範囲内で義援金の送金に対しての要

請が高柳ガバナーよりありました。第 2570

地区としては 100万円送金する旨の報告があ

り、当入間ＲＣとしましては理事会の承認を

得たうえで、早急に 20万円の送金を行いたい

と思います。皆様のご理解と温かいご支援を

よろしくお願い申し上げます。 

９月 15日はロータリー情報委員会委員長

の吉永章子会員による、ロータリー歴の浅い

方、新しく入会された方を対象とした勉強会

が開かれました。１５名の出席を頂き「ロー

タリーとは」から始まり、ロータリーの目的、

歴史、組織構成、奉仕理念、五大奉仕、四つ

のテスト、クラブ例会等、ロータリーのいろ

はを教えていただきました。大変意義深いロ

ータリー情報オリエンテーションでした。 
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★幹事報告 忽滑谷明幹事 

1.高柳ガバナーより、この度の茨城における

豪雨被害の支援についてのお願いが届いて

おります。当クラブでは直接、鬼怒川水害

義援金ＲＩ2820 地区義援金地区会計に送

金する予定です。 

2.入間ロータリークラブの会員名簿が、作成

されておりますのでお持ちください。 

 

★委員長報告 

ロータリー情報委員会 吉永章子委員長 

昨今、クラブ研修委

員会、クラブ研修リー

ダーの設置が推奨され

ており、それらと連携

した活動が必要とされ

ています。この委員会

の主な活動は会員候補

者、新会員のオリエンテーション又、既存会

員の研修です。ロータリー110 年の歴史を再

度ひも解きながら基礎を学び国際ロータリー

の管理運営の動向についての情報を提供して

いきたいと思います。さて、９月１５日(火)

は 15 名のご参加を得てロータリー情報委員

会、第１回オリエンテーションを開催しまし

た。和やかな雰囲気で２時間みっちりのスケ

ジュールでしたが、何か１つでも知識として

お持ち帰り頂けたと確信しています。 

 

ロータリー情報委員会 学習風景 

 

第２回オリエンテーションは 10 月 20 日

(火）、中央公民館にて午後６時 30分より３階

８号室で行います。本日、回覧を回してあり

ますのでお気軽にご参加下さい。 

親睦活動委員会 細淵克則委員長 

先週のお月見例会

では皆様のご協力に

より、貸し切りの屋

形船に乗った瞬間か

ら宴会モードとなり、

外の風景を見る事無

く大カラオケ大会となり、和やかに過ごすこ

とが出来ました。 

その勢いを持って、10月の会員親睦旅行は、

天竜川船下り・鵜飼・高山

祭と盛り沢山の企画となっ

ております。又、今回は奥

様の参加費は一万円と破格

のお値段となっております

ので、多くの奥様方の参加

宜しくお願い致します。 

 

広報委員会 友野政彦委員長 

今月の 27日に公共イメ

ージのセミナーが、東松

山の紫雲閣でありますの

で、水村会員と行って参

ります。よろしければご

出席いただければと思い

ます。 

 

 

万燈まつり実行委員会 西山祐三委員長 

先週の屋形船に私も

参加したかったのです

が、万燈まつりの説明

会があり、そちらに行

って参りましたのでご

報告いたします。 

本年度の万燈まつり

は 10 月 24,25 日となっております。役割分

担を本日お配りいたしましたので、ご協力宜

しくお願い致します。 

又、9/29午後 6時半より準備委員会を行な

いますので、責任者の方のご出席宜しくお願

い申し上げます。 
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■■■ ■■■ 
《社交ダンスと健康》 

 東條 道男 様 

社交ダンスの語源 Sociality Dancing の誤

訳から出来た語で、

日 本 国 内 で は

Social Dance（ソ

シアルダンス）と

多く呼ばれていま

す。しかし、一般

的に日本以外では

英語で、Ballroom 

Dance(ボールルームダンス、舞踏室の踊り）

と呼ばれています。 

12世紀頃、西オーストリア・南ドイツが起

源（農民が踊っていたヴェラーというダンス）

とされ、最初に誕生した社交ダンスは、民衆

の中で踊られていたワルツ（ヴイニーズワル

ツ）でした。20世紀に入ってから、ショウダ

ンサーのカッスル夫妻やハリーフォクスによ

って新しいスタイルが確立し、さらに優雅さ

が増し、新しい音楽が生まれるとともに新し

い踊りも踊られる様になっていった。一方、

イギリスにおいて競技ダンスが体系化され、

分化した。 

日本においては、鹿鳴館時代に上流階級の

間に社交ダンスが外交政策上の必要性から導

入された。富裕層を中心に欧米流の社交ダン

スが行われるようになるのは、1918年（大正

7 年）鶴見の花月園にダンスホールが開設さ

れて以降である。一般庶民に社交ダンスが広

まったのは、戦後になってからである。 

社交ダンスの運動性は、姿勢を正し歩く事

が基本です。前方に歩き進むだけではなく、

後方にも歩き進んで行きます。歩く事を、踊

る事に置き換えて表すと音楽によって踊り方

が変わります。それが踊りの種目になります。 

一人で踊る分には、何ら問題はないのです

が、社交ダンスの場合は男女が一対となり踊

るため、そこには相手に対する気遣いが生じ

ます。それがマナーになり、人に対し平等と

優しさが必要になります。 

今は高齢化社会となり、運動とコミュニケ

ーションが一番大事となっています。運動量、

健康管理面においては、スポーツアドバイザ

ー資格を有する健康運動指導士の方々が、「健

康管理を運動で行う場合、社交ダンスが最適

でしょう」と社交ダンスを引用されています。 

踊る楽しさは勿論、踊ることで身体能力も

向上し、何より健康な心身が作られてゆく、

それが社交ダンスです。決して敷居の高いも

のではなく、とってもメジャーなものです。 

是非、今日お帰りになりましたら、奥様の

手を取り、毎日忘れずにリズム体操をなさっ

て下さい。(ワンで上がってツーで下りる、ウ

エイトを変えて 2で拍手をする) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  会員全員でリズム体操を行いました。 

 

関谷永久会員からのご紹介 

 東條さんは、大学時代よ

りダンスを始め、キッズダ

ンスにも力を入れてと、大

変に面倒見の良い方です。 

 世界初の企業プロとして

現役時代を過ごし、当時ラ

テン世界チャンピオンのド

ニー・バーンズ氏と共にイベントやダンスグ

ッズの開発等を行う。現在は埼玉県日本ボー

ルルームダンス連盟理事ジュニア委員会委員

長、エクセレントダンサーズ理事広報部長、

東部日本ボールルームダンス連盟チェカー委

員、関東甲信越審査員の職務に就きダンス界

の発展向上に力を注いでおられます。 

 新所沢で教室を開いておりますので、見学

に行かれたらと思います。 
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＜出席報告＞ 馬路宏樹委員長 

会員数 出席数 出席率 前回修正率 

41名 25名 65.8％ 82.1% 

事前欠席連絡 9名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 晝間和弘ＳＡＡ 

粕谷康彦君、関谷永久君～東條ご夫妻、雨の

中おいで下さりありがとうございます。社交

ダンスの奥深いお話しお願い致します。 

忽滑谷明君、岩崎茂君～東條ご夫妻ようこそ

入間クラブへ。白幡さん是非ご入会を！ 

山岸義弘君、吉沢誠十君、田中快枝君～白幡

さんようこそ入会お待ちしています。 

晝間和弘君～東日本豪雨で被害に見舞われ

た方々に心よりお見舞い申し上げます。 

友野政彦君～早退いたします。 

本日\9,000 累計\200,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■回覧、配布物 

① ハイライトよねやま 186 

② バギオだより Vol.50 

③ 10/20第 2回Ｒ情報委員会研修会出欠表 

④ 10/8,9秋の飛騨高山祭出欠表 

⑤ 国連ＵＮＨＣＲ協会お知らせ 

⑥ 第 2570地区奉仕部門合同セミナー参加御礼 

⑦ 第 2570地区高柳育行ガバナーよりお便り 

⑧ 万燈まつり役割分担 

⑨ 本日の卓話資料 

⑩ 他クラブ週報＆例会変更のお知らせ 

⑪ 入間ＲＣ週報 9,10号 

 

 

 

 

 

 

 

2015年 9月 2015年 10月 

日 曜 事業などの内容 日 曜 事業などの内容 

12 土 第 1回地区青少年奉仕部門セミナー 7 水 入間市戦没追悼式 

19 土 ロータリー財団部門セミナー 22 木 地区大会記念チャリティーゴルフコンペ 

26 土 社会奉仕部門研修セミナー    

26 土 ＲＬＩセミナーパートⅠ  

27 日 第１回公共イメージセミナー 

27 日 米山１日研修旅行 

   

RI2570 地区９・１０月の粕谷会長スケジュール 2015～2016 年度 


