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２０２０-２１年度 

第２７３４回 
２０２１年４月１６日（金）点鐘１２時３０分 （曇り） 

 

◆ロータリーソング『手に手つないで』 

◆四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 

  １．真実か どうか 

  ２．みんなに公平か 

  ３．好意と友情を深めるか 

  ４．みんなのためになるか どうか 

◆お客様紹介                 

◇本日のゲストスピーカー 

 劇団 山の手事情社主宰・演出家 安田 雅弘様 

◇京葉中小企業労務協会    会長 石倉 雅恵様 

◇嶋田社会保険労務士事務所 所長 嶋田 美和様 

◆会長挨拶及び報告       廻 辰一郎会長 

皆様こんにちは 

昨日は確定申告の提出期限でした。通常より新型コロ

ナの関係で１ヶ月延長されました。河原幹事は昨晩徹夜

だったそうでダウンしたそうです。私は徹夜まではいきま

せんでしたがなんとか出来ました。 

今回の最後の追い込みで、気づいたことは「人間は締

め切りがないと動かないな」と改めて感じました。１ヶ月伸

びたからといっても途中で間延びした時もありました。こ

こで気になったので、『締め切りについての格言』を調べ

てみました。私が中学生の時に読んだジョン・レノンの本

に、曲を作るにあたり「そこに締め切りがあったからさ」と

言ったと記憶していたので、インターネットで調べてみて

も見つかりませんでした。私の思い違いだったか、思い

込んでいるのか・・。それを信じてきました。検索で出てき

たのは、ウォルト・ディズニーで、「誰にでも締め切りは必

要だ」という格言を残しています。手塚治虫氏もそれに

近い事を言っています。本当に集中力というものは、追

い込まれた時とかに出るものだなと思いました。それを改

めて痛感しました。自分で言うのもなんですが、昨日の

私は冴えていました。本来なら、完了した夕方からぱぁ

ーっと夜の街に繰り出している姿をご想像いただける方

がいらっしゃるかと思いますが、こういう状況（新型コロナ）

ですので、それも叶わず、ぱぁーっとゴルフの打ちっぱ

なしに約４００球練習してきました。 

以上をもって会長挨拶とさせていただきます。 

 

◆米山記念奨学会より感謝状伝達                  

第１０回米山功労者 

（メジャードナー） 

 

金親 博榮会員（右） 

 

 

 

 

◆委員会報告                  

新・米山記念奨学生紹介 

カウンセラー／斎藤 昌雄会員 

 

4/10、米山記念奨学生、カウ

ンセラーのオリエンテーション

に出席してきました。ラシライネ

ンさんは、来週からきてくれます。

皆様、どうぞ宜しくお願い致しま 

  す。 

◆出席報告 (会員数４６名)              

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

 

 

出席者数 

２７名 

欠席者数 

１９名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

 ３名 

4/2修正出席率 

  ６５．９１ ％ 

千葉ＲＣ 月 
 

三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 5/11・5/25 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 
 

ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 
 

京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 
 

ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 
 

三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 5/13・5/20 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



    

    
        
     

◆ニコニコボックス報告              

≪廻辰一郎会長・河原大輔幹事≫ 

再びコロナ感染者が急増しているなか、ようやく高齢

者へのワクチン接種が始まりました。高齢者向けの接種

は６月までに完了する予定だと言われています。コロナ

疲れもありますが、いましばらくの辛抱です。マスクや手

指消毒を改めて徹底いたしましょう 

 

≪小林 透会員≫ 

 演出家・劇団山の事情社 主宰 安田雅弘様、本日は

お忙しい中、卓話を受けていただき、有難うございます。

お話しを楽しみにしております。 

 

≪加藤 隆章会員≫ 

今朝、大塚会長エレクトの会社へ「ＡＥＤ」を納品、説

明に私の部下が伺いました。 

皆様、日頃より「ＡＬＳＯＫ」をご用命くださり、有難うご

ざいます。 

 

 

 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

 

本日の卓話 
演  題⇒『 魅せる自分の作りかた 』 

卓話者⇒ 劇団 山の手事情社主宰・演出家 

           安田 雅弘様 

 

 

 

 

◆-◆自己紹介と劇団紹介◆-◆ 

 

本日はお招きいただき、

誠にありがとうございます。

東京の大田区に本拠を置

く、劇団 山の手事情社を

主宰しております、安田雅

弘と申します。劇団は旗揚

げして 37年になります。 

シェイクスピアやチェー

ホフ、また日本の近松門左

衛門や鶴屋南北などの古

典作品を現代的に上演す

る活動をしております。国

内のみならず、海外での上演にも力を入れております。 

『 魅せる自分のつくりかた 』 

 

劇的教養 

劇団の紹介はそんなところで、本日は『魅せる自分の

つくりかた』という題でお話しをさせていただこうと思いま

す。 

『魅せる自分のつくりかた』というのは 2 年半ほど前に講

談社さんから上梓させていただいた私の本の題名です。 

 

どういった本かと申しますと、演劇というものは、ふだ

んお芝居をご覧にならない方には関係のないものだと思

われていると思いますが、実は〈演劇的教養〉といって、

演劇にまつわる教養は皆さまの日常生活とも無関係で

はない、という内容です。 

 

菅官房長官と菅総理大臣 

たとえば菅総理大臣ですね。この方は長いこと官房長

官を務めていらっしゃいました。非常に有能な官房長官

だったと言われております。そして総裁選を経て昨年総

理大臣になられた。官房長官というのは政権の№2 です

ね。いわば番頭さんです。政権運営にスキがないように

眼を光らせておくお仕事です。それを非常にうまくやら

れていた。 

で、総理になられた。総理というのは№1 です。リーダ

ーですよね。リーダーももちろん油断してはいけません

が、№2 とは違って、リーダーというのは集団に、この場

合は国民に希望や安心感を持たせる仕事です。たとえ

演技であっても、本心でなくても、心の底で笑っている余

裕があるという振る舞いが求められる仕事です。経営者

の方も全く同じだと思います。その辺りがお疲れのせい

もあるかと思いますが、菅さんには少し欠けているように

感じます。進められている政策の良しあしとは関係なく、

あくまでも見た目ですけれども、余裕がない表情ですね。

こういうのは実は〈演劇的教養〉の守備範囲です。 

 

滑舌と母音・母音を用いた練習 

そうみえてしまう理由の一つとして、菅さんは演説でも

記者会見でも滑舌が今一つです。発音や発声がはっき

りしない。これも〈演劇的教養〉なんですね。 

日本語というのは、母音が５つ

しかありません。あいうえお。実は

これ、他の言語に比べるととても

少ないんです。英語では 16 個、

数え方によっては 26 個。中国語

では二重母音、三重母音などというものもあって 36 個。

私たちが英語の発音で苦労するのはそのせいです。 

ただ、逆に考えると 5つの母音さえしっかり発語できれ

ば、日本語を正しく美しく発声することができる、というこ

とになります。たとえばこんな訓練はいかがでしょうか。皆

さまのお名前を母音だけで言ってみる。 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 5，000円 累計 258，000円 

金の箱  150 円 累計 18，571円 



          

               

                  

                   

                 

    
       

 
       

私なら「やすだまさひろ」で

すから「あうあああいお」になり

ます。皆さまはいかがでしょう

か。 

お名前だけでなく、携帯の電

話番号でもいいですし、ご住所でも、ご勤務先や役職で

も構いません。「代表取締役」でしたら「あいおうおいいあ

いあう」となります。俳優は自分のセリフの練習として、こ

の訓練を行ないます。セリフを母音だけで話してみるん

ですね。そうすると聞きやすくなります。 

 

◆-◆演劇と社会のつながり◆-◆ 

 

企業研修と就職活動のお手伝い 

次に「演劇と社会のつながり」についてお話ししようと

思います。 

私たちはお芝居の公演だけでなく、今お話しした様な

〈演劇的教養〉を用いた企業研修や就職活動のお手伝

い、地域おこしといったことにも力を入れております。 

〈演劇的教養〉というのは、ざっくり申し上げますと、

「自分のことをちゃんと知る」という教養です。 

俳優は何かの役を演ずるものと皆さまはお考えだと思い

ますが、実は役になる前に徹底的に自分を観察するトレ

ーニングを行ないます。役というのは自分ではありません

から、自分がどういうものかわかっていないと、そうでない

役にはなれないわけです。 

 

 

 

 

 

 

 

自己観察のごく基礎的なことで申上げれば、1 分間に

何回呼吸しているか。玄関から自分の部屋まで何歩歩

いているか、500 ミリリットルのペットボトルのお茶を通常

何回で飲み切るか、ごはん一口何回噛んで飲み込むか、

といったようなことです。日常の観察です。 

〈演劇的教養〉を用いたトレーニングには、心と身体を

ほぐすという効用もあります。いくつかの訓練を企業の

方々にやっていただいて、最後に、「ご自分がこれから

の 1年間で何を目標にお仕事をされるか」といったような

ことをテーマに参加者の方々に自己アピールをしていた

だきます。１分間、上司の前です。単純に１分間で皆さま

ご自身が自己アピールされるとしたら、何文字お話しに

なれると思いますか？ これも自己観察が必要ですね。

大体 200字から 250字になります。 

テレビのレポーターにはそういう能力が必要です。スタ

ジオから振られて「では台風の近づいている千葉県にい

る誰々さん」と呼ばれて、レポーターが話をします。あれ

は時間が厳密に決まっていて、レポーターは事前に原

稿を準備します。30 秒なら何文字、と考えるわけです。

オーバーしたり、足りなくなったりすると、番組終了後、

「ちゃんと準備しろ」と怒られるようです。 

また、これは山梨県でやっているのですが、就職活動

のお手伝いをさせていただいております。通常就活とい

うと、大きな会場に複数の企業さんのブースが並んで、

興味のあるブースに学生さんたちが立ち寄るという形が

多いと思うのですが、それではつまらないということで、

別の方法はないだろうかとご相談を受けました。 

私たちがお手伝いしたのは、参加学生さんたちに何

回かワークショップを行なって、最後に 1分間の自己アピ

ールをしていただく。一方企業さんの方も各社 1 分間ず

つ社員の方がアピールをする。カタログやネットを見れ

ばわかることは言わない。自分がその企業で働いていて

グッとくることを話していただく。双方アピールしたところ

で、集団面接のような話合いの時間を持ちます。こういう

集団が何ヶ所かできて、15 分くらいでメンバーを入れ替

えます。これを 4年間ほど実施しております。 

 

演劇教育のない日本 

さて、わが国は先進国の中で唯一、義務教育の中に

演劇教育がない国です。他の欧米諸国では必ず「美術」

や「音楽」のように「演劇」の時間があります。必ずしもお

芝居をするわけではなくて、人前で話をする練習をした

り、ディベートつまり討論や議論をしたりします。聞いた

話ですが、人にお金をどう借りるかという授業もあるそう

です。そして借りられたらまず何をしますか？と、先生が

尋ねる。貸してくれた人に感謝するのかな？と思ってい

たら、借りた金が偽札でないか調べること、と言われたそ

うです。 

先ほどの菅総理の話ではありませんが、欧米の政治

家はそういう教育を幼いころから受けているので、概して

演説がうまいですね。話の内容とは関係なく、トランプさ

んも人前で話すのがうまいなと感じます。 

 

海外の演劇状況 

人と直接コミュニケーションをとることの大切さを子供

のころから教えているんですね。日本人はこの部分がと

ても弱いと思います。ヨーロッパでは小さな町ででもです

ね、例えば私がよくでかけていたルーマニアのシビウと

いう演劇のとても盛んな街があるんですが、20 万人くら

いの小都市です。 

 

千葉市が

100 万人弱、

船橋市が 65

万人くらいで

すから、はる

かに小さい。

そこでヨーロ

ッパで 3つ目

に大きな演

劇祭が開かれているんですね。街には国立劇場があり、

県立劇場もあり、公立の子ども劇場がありました。平日は



                           

                     

                 

学校単位で、土日

は親御さんとお芝

居を見に行くんで

すね。それが当た

り前です。スポーツ

観戦をしたり、図書

館で本を借りる感

覚でお芝居が存在

します。 

演劇祭というものもイメージされにくいと思いますが、ヨ

ーロッパ最大の演劇祭ですと、イギリスのスコットランドの

大都市エディンバラで開かれるものになります。8月 1か

月間実施されます。1日に何と 1,500本のお芝居が上演

されています。1 日にです。1,500 本です。これを街のあ

ちこちでやっている。観光などで十分に商売になりま

す。 

 

「学校」「病院」そして「劇場」 

街に演劇があるというのは魅力的なことだと思います。

ヨーロッパの人々が演劇をどう捉えているか、というとで

すね。「学校」や「病院」と同列な存在として「劇場」という

ものを考えています。つまり「学校」で教えられないこと、

「病院」で治せないことは、「劇場」で解決する、という考

え方です。たとえば「失恋」ですね。「失恋」しても学校で

はその解決法は教えてくれない。もちろん病院でも処方

箋はくれません。けれども「劇場」に行くと、「失恋」をテー

マにしたお芝居は山ほどあるんですね。それを見て、

「失恋」というものは自分一人の問題ではなく、人類全体

の、友達も親兄弟もみんな体験するあるいはしてきたこと

なのだとわかる。そしてやがて次の恋愛に飛びこんでい

く。そういう役割として「劇場」を考えているので、「学校」

や「病院」と同様税金を使って運営すべきもの、ととらえ

られています。 

 

実施している各種のワークショップ 

日本は残念な

がらそうではない

ので、できる限り

のことをしようと思

っていろいろやっ

ております。自治

体の方々と協力し

て各所でワークシ

ョップなどを開催

しています。 

また、一般の

方を対象にした

ものも実施してい

ます。10 回の講

座で参加者の皆

さんに台本を使

わずに自分たちで寸劇を作っていただき、最終日にそ

れを一般のお客様にみていただく。 

というようなこともよくやりますし、水戸市、長岡市、香川

県（金丸座）そして大田区では、市民や県民区民の方々

50名くらいに出演していただいて、シェイクスピアの作品

や、『仮名手本忠臣蔵』を上演したりします。これは入場

料もいただき、週に一回の稽古で半年くらいかけて作り

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【馬込文士村演劇祭 2020 『空想舞台』】 

昨年、演劇祭を開催しています。大田区にはかつて

馬込文士村という場所があって、尾﨑士郎ですとか宇野

千代、萩原朔太郎、室生犀星、川端康成、三島由紀夫

といった方々が住んでいました。それらの作品を演劇に

して、馬込文士村のあった、今のＪＲ大森駅のあたりで上

演しよう、という演劇祭です。あいにく昨年が第 1 回だっ

たのですが、コロナの影響で中止になってしまい、代わり

に参加劇団の人たちとドキュメンタリー映画を作りました。

結構な予算をかけてしっかり作りました。YouTube で無

料配信しておりますので、お時間があるときに是非ご覧

いただければと思います。こちらもお手元にリーフレット

をお配りしました。 

 

◆-◆最後に◆-◆ 

 

千葉県でも地域出身の文学者が書いた小説や千葉

を舞台にした小説や戯曲などを上演して演劇を活用し

た地域おこしをされてはいかがでしょうか？ 最後に私た

ちが 2 年ほど前に訪れたルーマニアのクライオーヴァと

いう街で開かれたシェイクスピア演劇祭のカーテンコー

ルの模様をご覧いただこうと思います。 

演劇で千葉県を盛り上げていかれたらいかがでしょうか、

といった提案をさせていただいて、今日のお話しは終わら

せていただきたいと思います。 

ご清聴ありがとうございました。 

    （安田雅弘様より卓話原稿を頂戴しました。） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

第２７３５回例会 

日 時⇒ ２０２１年４月２３日(金) 点鐘１２：３０ 

演 題⇒「 ホリスティックケアの扉を開く 

～あなたらしく生きるために～ 」 

卓話者⇒ 株式会社ホリスティックメディカル 

           代表取締役  中 ルミ 様  

       

≪会報担当：前島 孝夫≫ 

                                

                                             


