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2022-2023年度 RI テーマ
HIRATSUKA RC テーマ　

：イマジン ロータリー
：さぁ  奉仕の心で  動き出そう !

本日の卓話者ご紹介
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　４０歳になった時、人生を８０年とすると、折り返し
地点、残り４０年をいかに生きるか、と考え始めました。
多くの出会いに支えられて育てて頂いて今があることに
感謝して、「次は社会に還していこう！」と、何かの形で
子供たちの成長に関わっていきたいという想いに至りま
した。とはいえ「何から始めよう？」と漠然とした中、
バレエを通じて知り合った友人たちに「子供たちのため
の社会活動をしたい」と、話をしたときに、彼女たちも
少なからず同じような気持ちを持っていることを知りま
した。私は病気がちで姉の勧めがあってバレエを始めた
ことで持病を克服し、設計の仕事を続けることができた
経験もあり、次世代のダンサーたちへの育成支援を通じ
てバレエへの恩返しも出来ると、計画をスタートしまし
た。私達は「頂いたものを次世代の成長を通してお返し
していく」という意味でこの活動を「社会還元」と呼ん
でおります。　　

　２０１２年に任意団体を立ち上げ、２０１３年に藤沢
市において、第１回湘南バレエ・コンペティションを開

46(46) 1 47 74.60

催、その後も２０２０年まで年に１回の開催、フランス
への留学サポートを続けてきました。昨年は新型コロナ
感染拡大の中、開催を断念いたしましたが、杉本洋文先
生（元東海大学教授）のご紹介で、ひらしん平塚文化芸
術ホールにご縁を頂いただいたのをきっかけに、活動拠
点を平塚市に移し、１２月にＮＰＯ法人湘南バレエ・コ
ンペティションとして再スタートを切りました。メンバ
ーは全員、会社員と公務員で構成され、ボランティアで
の活動を行っております。

　現在、日本全国で年間２００ほどのバレエコンクール
が行われております。その中で我々の存在意義とは？と
問われることがあります。

　私たちは「ダンサーの未来に寄り添う」を理念とし、
若いダンサー達にとって何が必要かを最優先で考え、運
営に反映しています。必ず複数のワークショップを行う
こと、ケガをしない体づくりの講座など、学びに重点を
置いた独自の企画を続けています。より良いコンペティ
ションの在り方を求めてプログラムの改善も欠かせませ
ん。湘南バレエ・コンペティションへの応募をきっかけ
に世界で学び、いずれはダンサーへの夢を叶え、その後
は彼らが指導者となって次世代を育成、舞台芸術の深化
を支えることに期待しています。短期の成果だけではな
く、長い時間をかけて良い循環を実現していく。これが
私たちの理想とする「社会還元」です。

　今年、ひらしん平塚文化芸術ホールのオープニングウィ
ークでは、エキシビション公演の機会を頂き、将来を嘱
望される若きダンサー達の踊りをご覧頂きました。１０
月には同ホールにて第９回湘南バレエ・コンペティショ
ンの開催を控え、全国から３５４名の未来のダンサー達

卓 話

「第9回湘南バレエ・コンペティション2022」

ＮＰＯ法人湘南バレエ・コンペティション
理事長　斎藤 葵

ＮＰＯ法人湘南バレエ・コンペティション
理事長　斎藤 葵 様

にご応募を頂いておりま
す。審査の模様は無料で
ご覧頂くことができ、３
日間で延べ２０００人程
度のご来館を見込んでお
ります。「毎年秋にはバレ
エを観られる！」と、平
塚市民の皆様の楽しみの
一つになれば幸いですし、
だれもが気軽に劇場に足
を運び芸術に触れる、そ

のような文化が根付くことに期待をしております。

　私たちは、未来のダンサーたちの背中をそっと押す、
そんな存在であり続けたいと願い、活動を続けてまいり
ます。
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クラブ会報・ＩＴ委員会　◎ 相山洋明　○ 鈴木成一　米山範明　市川雅範

委員会報告

幹事報告

◎先週お願い致しました8月3日からの豪雨による青森県
　の冠水被害への義援金をまだお納めいただいていない
　会員は募金箱を受付に置いてありますので、ご協力を
　お願い致します。
　できましたら、お一人1,000円以上のご支援をお願い
　致します。

◎10月16日(日)に相模原市民会館にて開催されます地区
　大会本会議の出欠の締め切りが本日までとなっており
　ます。
　当日は平塚駅北口のNTT前に10時に集合していただき、
　バスで相模原市民会館へ行きます。バスを利用される
　方はその旨を幹事までお申し出ください。お弁当もご
　用意いたします。

◎9/25(日)に米山学友会主催の「クリーンキャペーン」
　が平塚海岸で開催されます。
　海岸清掃と乗船体験が行われます。米山奨学生の馬躍
　航さん、青山カウンセラー、小林幹事が参加されます。

◎来週9月22日(木)は祝日週で休会となります。
　次回の例会は9月29日ですので、お間違えの無いよう
　ご注意ください。　

委員会報告はありません。

卓話・行事予定

市内例会変更

メークアップ（MUP) 1名

ゲスト 1名

ビジター 1名

9月22日(木)
9月29日(木)

10月06日(木)

今週のお祝い

誕生日祝い・・・柳川正人会員、堀康紀会員、江藤博一会員
結婚祝い　・・・清水孝一会員、豊川忠紀会員

休会
湘南ジャーナル社
代表取締役社長　定成幸代様
神奈川大学サッカー部
監督　大森酉三郎様

本日のスマイル 13名

現在ございません

馬上晋会員

NPO法人湘南バレエ・コンペティション
理事長　斎藤葵様

卓話者ご紹介

斎藤葵（あおい）　様

【【生年月日・年齢】1966 年 5月 5日生まれ　56 歳
【家族構成】母、姉、甥　の４人家族
【出身地】東京都
【経　歴】東京生まれ。4歳から鎌倉市稲村ケ崎で育つ。
30 歳で藤沢市、8年前からは平塚市松風町に移り住む。
会社員の傍ら 2012 年に湘南バレエ・コンペティション
事務局を立ち上げ、バレエコンクール及びワークショッ
プの開催、海外留学のサポート等を行う。2021 年 12月
に『NPO 法人湘南バレエ・コンペティション』として
法人化、新たなスタートを切る。多摩美術大学建築科卒。
一級建築士。
【社歴】株式会社長谷工コーポレーション、
               株式会社イトーキを経て現在は不動産会社勤務。
【趣味】クラシックバレエ、ミュージカル鑑賞
【特技】料理

秦野 RC　22-23 年度会長
三嶽聖（みたけきよし）様

地区委員会報告

◯地区米山奨学委員会　米山俊二委員
　9/25平塚海岸にて「クリーンキャンペーン」を開催いたし
　ます。平塚海岸なのでお時間ある方は参加ください。
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