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第35回(通算1323回)3月21日(木)｢それでこそﾛｰﾀ ﾘｰ」

第36回(通算1324回)3月28日(木)｢四つのﾃｽﾄ｣

」
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クラブ年度テーマ
『ありがとうと言われるクラブ作り ありがとうと言える仲間作り』
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点鐘・開会宣言・歌唱 第１８例会記録(プログラム)
【第３５回 ３月２１日(木)】

卓話「祭囃子の話」

諏訪祭囃子保存会会長

川崎西RC幹事 鈴木 伸一様

《ｽﾗｲﾄﾞによる35年間の活動のご紹介》

私が囃子を始めたのは昭和53年(35年前)です｡当時の
ﾒﾝﾊﾞｰは4名になり､諏訪神社囃子保存会の存亡をかけて

町会にお願いしたところ､太鼓3つ100万円､皮の修理8万

円､衣装･お面などで大変お金が掛かるので出来ないと
言われました｡

そこで町会の皆さんと相談して後継者育成をしよう

ということで昭和53年に募集､35名でのｽﾀｰﾄになりまし
た｡囃子は楽譜がなくて先生の手さばきや声かけを覚え

なければなりません｡太鼓はﾀｲﾔを並べて梨の枝をﾊﾞﾁに

して練習しました｡
稽古事は器用､不器用があって半年で1/3くらい辞め

て14名になりました｡腕に自信がつくとあちこちに行き

たがります｡しかし師匠の許可がないと他町連中には行
けないのです｡過信過ぎたところもありました｡

師匠との出会いには厳しいものがあり､いろいろ勉強

させられました。そして本当の囃子を教わりました。
・教わる気構え(遅刻しない､事前の準備)

・自分で投資しなければ覚えない(月謝を払う)
・覚える気があるなら書かない(また見ればいいという

気があると覚えられない)

・覚えるだけではいけない。体に染み込ませる。
・囃子をやる人は偉くなってはいけない｡

(代行が出来ない)

諏訪の若衆と言われるようになると一人前に扱われ
嬉しく思いました。そして3年くらい前から立場が変わ

って教える身になりました｡

・技芸の継承
・師匠の立場

自分達が教わったようにはなかなかいかないものです｡

笛は高低があり､太鼓の3倍掛かり､一人前になるには
10年掛かります｡民俗芸能そのものは私たちの先輩が受

けついで連綿としてきたので､ここで絶やしてはいけな

いと考えています｡そこで団体､地域との触れ合い会を
実施しています。

・小学３年生を対象に笛･太鼓を教える体験学習

・ひだまりの園訪問
・賀詞交換会などでの交流

最後に先日(3月10日)川崎市民俗芸能発表会を行いま

した。34団体が加入しています｡来年は3月9日宮前地区

で予定してますので､ぜひご出席下さい｡
また地域で貢献をしたいと思っていますので､ご支援を

宜しくお願い致します｡

お客様
＊3月21日(木)
鈴木伸一様(川崎西RC幹事)卓話者
鈴木章弘様(鈴木伸一様ご子息様)

＊3月28日(木)
福嶋千恵子様 細谷やよい様 本藤伊都子様 飯尾智子様
石川佳代様 茅根啓子様 菊池昭子様 三富瑶子様
中田節子様 大橋洋子様 志村眞佐子様 杉崎里美様
鈴木慶子様 相馬順子様 佐藤夕子様 吉田智美様
吉田浩康様 三富百桃様 大橋桃子様 大橋龍平様
大橋蓮央様 大橋愛桜様 相馬千愛花様 緒形美智子様
安藤恒弘様 安藤伸江様 宝 音図様 ｻﾗ様

報告
◆委員会報告 3/21 (木)
＊ｺﾞﾙﾌ同好会 杉崎晴男同好会会長

4/17(水)によみうりｺﾞﾙﾌ倶楽部でｺﾙﾌｺﾝﾍﾟを行い
ます｡皆様のご参加を宜しくお願いします｡
＊次年度幹事 田中 薫 (次)幹事

4/24(日)地区協議会にご一緒に行かれる方は
11時にJR溝口駅にお集まり下さい｡
＊次年度社会奉仕委員会 相馬 元 (次)委員長

今年の区民祭は7/28(日)､荒天中止､参議院選挙
が重なったときは8/4(日)に順延です｡

祝慶事
＊入会記念日
杉崎晴男会員 Ｈ3.3.28 森 正一会員 Ｈ4.3.5

＊会員誕生日 古屋光克会員 3.30
＊ご夫人誕生日
森 由美様 1/15 石川佳代様 1/18 三富瑶子様 1/29
持田静江様 2/1 安原京子様 2/10 三家昭子様 2/25
細谷やよい様 3/6
＊ご結婚記念日 福嶋徹会員･千恵子様 1/2 0

持田裕弘会員･静江様 2/2 2
三家 護会員･昭子様 2/2 4
飯尾光正会員･智子様 3/8
菊池幸治会員･昭子様 3/2 3



【第３６回 ３月２８日(木)】

＊移動例会「花見･ご夫人デー」
リストランテ フィオーレ

プログラム
「川崎の歌姫 桜井純恵と過ごす夕べ」

歌：桜井純恵様

例年になく早い桜の満開の中、花見ご夫人ﾃﾞｰを迎
えることになりました｡

ご家族､お客様､会員総勢51人にお集まりいただき､

美味しいｲﾀﾘｱﾝ料理と桜井純恵さんの美しい歌声、
会場に飾られた桜の花を楽しみながら､日頃の忙しさ

を忘れる優雅なひとときを過ごしました。





ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
◆3月21日(木)(順不同､敬称略)
鈴木伸一様(川崎西RC幹事)本日はｹﾞｽﾄ ｽﾋﾟｰｶｰでお邪魔
しました｡お囃子の話です｡宜しくお願い致します。
三家 護 3/20彼岸の中日､3/22選抜開会式､3/22円筒
分水ｽﾌﾟﾘ ﾝｸﾞﾌｪ ｽﾀ､春は花見と共に行事が目白押しです｡
茅根正之 鈴木伸一川崎西RC幹事様､よくおいで下さい
ました｡今日は卓話よろしくお願い致します｡
菊池幸治 鈴木伸一様､本日は卓話を楽しみにしており
ます｡
◆3月28日(木)
志村眞佐子様 主人の姉と二人で参加させて頂きます｡
宜しくお願い致します｡
茅根正之 お客様､ご家族の皆様､ようこそおいで下さ
いました｡充分に楽しんで下さい｡
三家 護 サクラが満開です。
中田俊彦 家内がお世話になります｡
福嶋 徹 孫も一緒に参加します｡
三富末雄 本日は当ﾚｽﾄﾗﾝをご利用頂きありがとうござ
います｡楽しいひと時を過ごして下さい｡
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3月21日 28 26 16 10 6 2 % 8 4 85 %

3月28日 28 26 22 4 8 5 % 8 8 100%

寄付報告
月日 件 合計 累計 目標額 達成率

3/21 11 11,000 333,000 300,000 111%

3/28 333,000 300,000 111%

3/21 12 12,000 348,000 500,000 70%

3/28 348,000 500,000 70%

3/21 12 17,000 473,000 800,000 59%

3/28 18 36,000 509,000 800,000 64%

3/21 10 10,000 399,000 600,000 67%

3/28 16 28,000 427,000 600,000 71%
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クラブ会報委員会
三富末雄委員長 福嶋 徹副委員長 石川演慶委員
本藤光隆委員 編集担当 ： 三富末雄 本藤光隆


