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例会場：ホテルキャッスル
点 鐘：PM 12：30 伊勢 和正 会長

司会進行（SAA）
：佐藤 直人 君
ロータリーソング：
「国歌」
「四つのテスト」

皆さんこんにちは。いよいよ芋煮会の
季節が参りましたがもう既にご家庭では
２〜３回は芋煮を召し上がった方もおら
れると思います。この山形でよく食され
る芋煮そして芋煮会の風習の起源はどこ
から来たのでしょうか。食文化の観点か
らみれば京都の芋棒料理（里芋と棒鱈を
煮込んだ煮物料理）が北前船で北上し最
上川の河川交通で内陸部に伝わったとさ
れています。そして船の人足さん達が河
原で鍋を囲んで作ったのが起源などと言
われており、中山町が一番だ、いや朝日町が発祥だなどここか
らは諸説がもろもろです。９月17日は第29回の 日本一の芋
煮会フェスティバル が開催されますが６mの鍋で３万食を作
る一大イベントですが、ホントの日本一は岐阜県高山市の大鍋
6.1mが最高との事で、来年の第30回には６m30 〜 50cmの
日本一大きい三代目鍋太郎を登場させようとの予定で、これか

ら製作費2,700万円の募金活動が行われます。長澤さんの息
子さんも一所懸命です。私も実行委員の一員ですが、どうぞ皆
様の物心両面のご支援をどうぞ宜しくお願い申し上げます。
さて、今日の温泉は〔知事の地元大江町柳川温泉〕です。
大江から貫見、沢口を越えて奥おおえにあるのが吉村知事の
生れ故郷柳川の柳川温泉です。湯量はとても豊富でしたが大震
災で枯渇し、再度発掘の上温泉を掘り起こしました。内湯は岩
風呂と桧風呂の二つがあり週替りで男女の入れ替えがあります
が私は岩風呂の方が好きで、ゴツゴツした岩床下が山の野天風
呂を連想させます。泉質は弱アルカリでツルツルして神経痛に
効くと言われており、飲泉も可能で糖尿や便秘に良いと言われ
ています。新館には新しい客室もあり泊まりも可能ですが食事
が今一つで少し残念です。この柳川からは県道27号を辿って
大井沢トンネルを越せば先週お話しした大井沢温泉がありま
す。また、大朝日岳を目指せば有名な古寺鉱泉や朝日鉱泉ナチュ
ラリストの家などもがあり、この辺は辺境の地の温泉街と言え
ますね。

会 長挨拶

幹事報告

石山

委員会報告

祐介 幹事

本日は席のくじ引きにご協力頂きありがとうございました。いつ
もとは違う席での雰囲気を楽しんでください。
１．９月９日土曜日の14時よりホテルキャッスルにおきまして山形
東ロータリークラブの創立30周年記念式典が開催されます。
２．９月26日の芋煮会の案内を差し上げております。補足と致しまして宿泊後の翌
日の送迎バスは出ませんので自家用車もしくは乗り合いでよろしくお願い致します。
３．９月のロータリーレートは１ドル＝109円となっております。
４．本日例会終了後、理事会を開催いたします。理事の方はよろし
くお願いいたします。

親睦活動委員会 高梨 徹也 君
９月の誕生日は、鈴木正則君、布施
富将君、熊谷昌和君、谷口義洋君の４
名の方です。おめでとうございます。
ニコニコBOX
谷口 義洋君
熊谷 昌和君
鈴木 正則君
鉄
浩二君

宮舘 順治 君
誕生祝ありがとうございました。
誕生祝ありがとうございました。
誕生祝ありがとうございました。
先月欠席でしたので、誕生祝ありがとうございました。

９月度理事会報告
米山奨学生イ・ジェムン君に
奨学金の贈呈。

黒カジキの煎り焼き
焼きニラ饅頭
押し豆腐のスープ
白飯

甘酢掛け

〈報告・確認事項〉
１．東日本大震災避難者支援等事業の補助金を申請しましたが、
残念ながら５月の締め切りに間に合わず申請できませんでした。
２．９月16日開催予定の財団セミナーに金子会長エレクト、石
山幹事、熊谷副幹事で参加いたします。
〈協議事項〉
１．米沢上杉RC 55周年記念式典に伊勢会長、石山幹事等３名
で参加します。
２．前年度繰越金が確定しましたので、
予算書が変更になりました。

ゲスト卓話

「日本の音、日本の心 山形の名人
山田流箏曲家元 室岡松孝師」
山田流箏曲松逢会会主

渡

部

松

逢

氏

私は長井出身。山田流家元に入局。山大で指導もしています。
ご紹介頂いた、谷口さんとは、尺八と、お琴でのお付き合いで、先日アズでの演奏でも共演致しました。今日は、恩
師のお話をする事が出来て光栄です。
箏曲は、明治の始まりを境に大きく変化しました。室岡先生は、今年13回忌をお迎えされ、東京で、室岡先生の弟子
ですと言うと、すぐ分かる有名な方です。
お琴を習いたいと思ったきっかけは、長井市民であり、人間国宝の宇治紫文先生の演奏がどこからともなく聞こえて
来た音色を聞いた事がきっかけでした。その後、父の勧めで、千葉県柏市の全寮制の高校に進学、フルートをしており、
学校での講堂でのプロコンサートの前座等を務めておりました。
山形大学人文学科に進学し、山形大学では、箏楽の部活が無かったので、富岡楽器店の紹介で、室岡先生のお弟子さ
んになることになりました。大学１年生の７月から習い始め、いちばん最初に先生の奥様が【さくらさくら】を演奏し
て教えてくださりました。
びっくりしたのは、楽譜というものが存在しなかったことです。その後からは全く聞いたことのない曲ばかりを習い
ました。慣れ親しんだ西洋音楽との違いに驚き、歌が入っている曲も多く、ためらいました。何故かと言うと、小学生の時、
歌について先生に指摘を受け、歌が下手くそだと思い込み、中学〜高校と全く歌うことをせずに過ごしてしまったから
です。実際に歌ってみると、邦楽には、自分の声は合っていると思いました。

室 岡 松 孝

略歴

大正 ７年 ８月25日 山形市に生まれる。
大正 13年 ８月
山形にて山田流箏曲の道に入る。
昭和 ４年 ５月
上京、故人間国宝越野栄松師の門に入る。
昭和 10年 ８月
師範を許され、山形にて教授を始める。
昭和 17年 ２月
上京、品川の家政学院にて箏曲の講師となる。
昭和 18年 ６月
NHK放送オーディションに最高点にて合格。
昭和 20年 ２月
山形に疎開。山田流箏曲の教授をしながら演奏活動につとめる。
昭和 27年 10月
独立免状発行を承認され、家元を許される。
昭和 33年 11月
社会教育委員会共催にて、故越野栄松師と共に箏曲鑑賞会を開く。
昭和 34年 11月
国家指定芸能人鑑賞会に師と共に出演。その後多くの鑑賞会・放送に出演。
昭和 48年 ８月
音楽教育研究会の講師として山形県内音楽研究会の邦楽指導にあたる。
昭和 51年 11月
山形県茂吉文化賞受賞。
昭和 57年
山形大学教育学部音楽科の非常勤講師となり日本音楽史を講義する。
昭和 58年
「室岡松孝集」を収録完成（CBSソニー）
。
昭和 60年 ３月
山田流協会理事・日本三曲協会参与となる。
平成 ６年
山形県芸術祭優秀賞受賞。
平成 ７年
山形市芸術文化協会特別賞受賞。
平成 13年
中山一郎編「日本語を歌・唄・謠う」に山田流箏曲を代表して録音に参加する。
平成 17年 ８月22日 死去。

近年の主な演奏
平成 ６年
平成 ８年
平成11年
同
平成13年
平成14年

山田流箏曲創立70周年記念演奏会にて「熊野」を演奏
国立劇場主催邦楽鑑賞会にて「小督」を演奏
七代山登松和襲名披露演奏会にて「河東節箏曲掛合い熊野」を演奏
文化庁芸術祭参加鈴木厚一リサイタルにて「熊野」を演奏
二代高橋栄清十三回忌追善演奏会にて「那須野」を演奏
山口五郎三回忌追善演奏会にて「竹生島」を演奏

（於）国立劇場
（於）国立劇場
（於）国立劇場
（於）国立劇場
（於）国立劇場
（於）国立劇場

演奏会、放送等に出演は枚挙に暇がない程多数のため、平成６年以降、国立劇場で行われた演奏会出演のみにとどめた。

本日出席・前回修正出席
本
日
前回修正
他クラブで
メークアップ
された会員

会員総数
５３名
５３名

（大

出席義務会員数
４８名

江）大久保章宏

出席会員数
３２名
４６名

出 席 率
95.83％

※本日の結果は２週間後に報告
※修正は２週間前の結果報告
出席会員数÷算出会員数＝出席率
算出会員数とは?
出席義務会員＋メイク免除会員の出席者
出席会員数とは?
出席義務会員の出席者＋メイク免除会員の出席者＋メイク会員

