２０２０年２月１４日（金） 雨
司 会：山下善彦 会場監督補佐
点 鐘：眞瀬 悦邦 会長

第１５２７回例会
幹事報告

ロータリーソング「我らの生業」
「四つのテスト」唱和
植山 和人さん

ゲスト
東海ビル管理㈱ 公共事業部
伊藤 康喜様
新山 アキコ様
雄踏文化センター 館長
鈴木 昭彦様

会長挨拶

卓話
「市民ミュージカル in 雄踏
『奇跡～ヤマトタケルを継ぐ者た
ち～』
ち～』立ち上げの経緯について」

ゲスト紹介：髙橋守弘
会員選考・職業分類副委員長

・首里城火災の募金は地区全体で
約 200 万円、沖縄に送られました。
ご協力ありがとうございました。
スマイル
♪眞瀬悦邦さん・渥美専治さん
髙橋守弘さんの会社の皆様、本
日の卓話ありがとうございます。

私は最近、廃校になった母校（南
庄内小）の前を通るのですが、校
訓がまだ残っています。
「誠実、礼
譲（へりくだった態度）
、勇敢」と
書かれていて、このまま学んでい
たら、もっと違う人間になったの
ではないかと思います。中学の校
訓は「自主、協力、責任」
、高校は
「質実・勤勉」でした。全て二文
字でつづってありました。
皆さんも今一度、自分の育った
学校を思い出してみてください。
設立当初、校長先生か誰かが考え
た言葉はなかなか意味深いものが
あります。学んだ当時ではなく、
振り返って考えてみるのもいいこ
とでないかと思いました。

週報 NO. ２８

♪髙橋守弘さん 他 3 名
雄踏文化センター・ミュージカ
ルショー「ヤマトタケルの命」制
作に 1 年。楽しさや苦労もありま
したが、皆様にお見せできる素晴
らしいショーに出来上がりまし
た。

昨年みおつくし劇団のショーを
やりましたが、皆さんに「上手だ」
と褒められ、次にミュージカルも
立ち上げました。45 名のメンバー
をどうまとめるかとか、
「ヤマトタ
ケル」の名前を若い世代がどこま
で知っているか、などいろいろ苦
労したと思います。
本番は 3 月 8 日です。昼の部の
チケットは売り切れ、夜の部が少
し残っています。
☆伊藤 康喜様、新山 アキコ様
鈴木 昭彦様

今日は 3 人で説明をしていきた
いと思います。

まず、弊社の説明をします。東
海ビル管理は昭和 53 年設立、掃除
などの設備関係、ビルメン関係を
主に行ってきました。平成 18 年、
公共施設を民営が管理する指定管
理制度が生まれ、その制度に則っ
て公共事業部ができました。
現在、弊社で運営しているもの
が 64 物件あります。渚園、斎場、
公園、文化施設、さまざまな管理
をしています。前回こちらに来た
時はみおつくし劇場での活動を紹
介しました。
今回は雄踏の文化センターで新
たな試みとして、ミュージカル劇
団を作るための雄踏ミュージカル
実行委員会を立ち上げました。行
政の下の指定管理者としてはそれ
以上お金をもらえないので、メン
バーは同じでも、実行委員会とい
う形で補助金の申請を行い、立ち
上げをしました。
市民や子どもたちに声をかけ
て、大人 20 人、子ども 25 名総勢
45 名で本番に向けて練習をしてい
ます。

わかりました。ヤマトタケルが雄々
しく大地を踏みしめ東征に向かっ
た地で、雄踏という地名になったの
だそうです。
それで題材が決まり、浜松出身の
映画監督・鈴木研一郎氏に総合演出
を依頼し、プロジェクトがスタート
しました。その年の 7 月鈴木氏と、
雄踏の歴史研究家の島先生を訪れ、
話を伺ったり書物を見せてもらっ
たりして、良い話になりそうだと感
触を得ました。ヤマトタケルの逸話
が残る神社にも成功を祈って参拝
しました。
演出家の鈴木氏と話を進める中
で、ミュージカルにプロジェクショ
ンマッピングを用いるのはどうか
という提案がありました。プロジェ
クションマッピングというのは、建
物や物体などの立体にコンピュー
タで作成した映像を映しだすもの
です。東京駅や小田原城などが有名
ですから、その映像を YouTube な
どで見てください。
リハーサルの様子の映像をご覧
ください。これは草原を歩いていて
火が燃えているシーンです。音楽と
「市民ミュージカル in 雄踏～奇 音と映像と役者が一致するという
跡ヤマトタケルを継ぐ者たち」制 ことで練習をしています。燃える火
作の 1 年半の道のりを説明します。 や嵐のシーンでプロジェクトマッ
このミュージカルは 2018 年 9 月 ピングを使います。雄踏文化センタ
より、カルチャー講座「ミュージ ーは奥行きもあり、花道もあるの
カルを始めてみよう」を開校し、 で、それらを利用して舞台を作って
半年の準備期間を得経て、2019 年 います。映像は舞台の前にある幕に
4 月から実行委員会として本格的 映し、その後ろで役者が演じます。
な稽古や運営を始めました。
迫力のあるお芝居だと思いますの
元 々 、 雄 踏 文 化 セ ン タ ー で は で、ぜひ会場にお越しください。
色々な催し物があります。事業を
スタッフの紹介をします。総合演
始めるにあたり、何が良いかいろ 出の鈴木研一郎さんは主に浜松を
いろ考えました。その中で「全て 中心にしたミュージカルムービー
の要素が詰まっている表現方法は や浜松の観光 PR ムービーを作っ
ミュージカルだ。でもただのミュ ています。歌唱指導に、ヤマハ音楽
ージカルではなく、一般の市民の 講師の田中敦子さん、演技指導に新
人が 1 から作っていくものにしよ 山、ダンス指導はゲット・アヘッド
う」という提案になりました。そ さんという強力なメンバーを迎え
して、西区地域力向上事業を申請 ました。
し、いよいよスタートです。
カルチャー講座では基礎中の基
ミュージカルの題材としては、 礎を勉強してもらいました。
文化センターに二つのヒントがあ
本番スタートにあたりキャラバ
りました。センターの入り口に何 ン隊を結成し、雄踏でのミュージカ
故かヤマトタケルの像があり、イ ル を ア ピ ー ル し ま し た 。 そ し て
ベントホールの緞帳にもヤマトタ SNS も使って情報発信もし、足り
ケルの図案がありました。そこで、 ないキャスティングを集めました。
2018 年 12 月、募集のチラシを配
ヤマトタケルと雄踏の関わりを調
べてみると、地名の由来であると
布し始め、45 人が集まりました。

そして 2019 年 4 月から稽古を始め
ました。最初は声が小さい子や後ろ
を向いてお芝居をしてしまう子も
いました。キャスティングのため
に、ミニシナリオで 5 グループに
分けての発表会を 8 月に行いまし
た。これによって、本番に向けての
キャスティングをしました。
物語は「ヤマトタケルの死から千
年後、雄踏の村に再び奇跡が起こ
る」という言い伝えが残る地。しか
しその奇跡が何か、どうしたら起こ
せるのか誰も知らない。そこに流れ
着いた旅人の姉妹がヤマトタケル
を祀る社の扉を開けると・・・。こ
の続きはぜひお芝居を見に来てく
ださい。
今回ゲストとして、K-mix パー
ソナリティの川崎怜奈さん、踊りを
２時間で覚えた STARMARIE の木
下望さんが出演します。数々の協賛
も頂いています。1 年半の汗と涙が
そこにあります。ぜひ奇跡をご覧に
頂ければ幸いです。
施設の有効活用が市にとっても
市民にとても良いことだと、日々活
動しています。この夏、指定管理の
更新があります。評価されれば継
続、されなければ管理者は交代にな
ります。弊社としても他の公共施設
と合わせて、指定管理者として続け
ていきたいと思っていますので、宜
しくお願い致します。

≪出席報告≫
出席報告≫
川合弘高 出席副委員長
会員数
５０名
出席者数
３２名
出席算定会員数
４２名
出席率
７６．１９％
７６．１９％
前々回出席者数
２８名
６６.
.６７％
前々回出席率
６６

