2017～2018年度 RIテーマ

ロータリー：変化をもたらす
地区方針 「今日からロータリーを楽しもう！」
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●例会場 一宮商工会議所ビル３Ｆホール
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第1261回（当年度12回）の記録
□平成29年10月4日(水)18:00～19:00
□会場 一宮商工会議所ビル3Fホール
□開会の点鐘 飯盛会長
□国歌斉唱 「君が代」
□ロータリーソング 「奉仕の理想」
□JCだよりPR 一宮青年会議所 広報・交流委員会
委員長 青山直生様・森 彩樹様
□ゲスト 丸尾和弘様（松前憲典君・秋田敬治君紹介）
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□会長挨拶

飯盛 男
改めまして、皆様今晩は。
日頃より「ロータリー」に御理解をい
ただきまして誠にありがとうございま
す。心より感謝申し上げます。
先日はミニサッカー大会に多数の御
出席をいただきましてありがとうござ
いました。第10回の記念大会で中野市
長も開会式で挨拶をいただきました。
コーチ達の説明によると子供達も目標
の1つにしているとの事でした。私は
体調不良の為出席出来ませんでしたので副会長林さん
とエレクトの伊藤さんに急に挨拶をしていただきまし
て申し訳ありませんでした。又ありがとうございまし
た。そして石川委員長始め全ての関係者の皆様にも厚
く御礼申し上げます。
さて今回もスポーツの話しです。日曜日の10月1日の
ゴルフ中継の事です。男･女共日本人選手の優勝で大変
気分のよい午後でした。男･女優勝は久しぶりの事だと
思います。いつもどちらかが外国選手の勝利ですが、
練習の賜物だと思い、諦めていましたが男･女共日本人
はいいものです。女子オープンは畑岡奈紗選手、昨年
はアマチュア、今年からプロとなり連覇です。名前の
奈紗はアポロ宇宙基地のナサとの事ですが、今年前半
のアメリカでの不調がウソの様で精神的成長が素晴ら
しい。ブッチギリの大差で優勝でした。男子の東海ク
ラシックは小平智選手が16番での逆転勝利、今年3月に
女子プロゴルファー古関美保さんとの結婚後初優勝で
す。18番グリーンでの2人の抱擁を楽しみにTVを見てい
ましたが彼女は不在、少しがっかりしましたがとにか
く男･女共日本人の優勝、大変うれしく気分のよい日曜日の
午後でした。ガンバレ日本…。ありがとうございました。
□ニコボックス
☆理事会一同
☆飯盛 男会長
本日の理事会ありがとうございました。例会に出席
出来る喜びを今更ながら実感しています。又二胡の
演奏楽しみにしています。宜しく御願いします。
☆松前憲典君
今日は“仲秋の名月”今井先生のお茶の会で「月白
く風清し」の名句を学びました。丸尾和弘君、当ク
ラブの見学にきていただきました。秋田君に特にお
世話になっております。
☆森俊一郎君
皆さん、お久しぶりで～す。今夜は熱カンですね。
☆小野木宏君
例会に出席できたので。
☆西岡則男君
健康であることに。
経済と地域社会の発展月間／米山月間

☆白木公明君
崔学東二胡同好会の皆様、大変無理を申しましたが
今日は宜しくお願いします。
☆加藤辰己君
過ごし易くなりました。皆さん、お元気ですか？
☆佐藤祐造君
久し振りに出席できました。色々と所用があり出席
できません。
☆永田 正君
石川青少年奉仕委員長、先日のサッカー大会は大変
御苦労様でした。子供達の楽しい顔が今でも目に浮
かんで来ます。お疲れ様でした。
☆藤井健太郎君
久しぶりに出席できました！
☆今井多美子君
今日は、十五夜です。今夜にふさわしい二胡の演
奏、楽しみに拝聴いたします。
☆石川正弘君
二胡楽しみです。白木さん、有難うございます。
☆梶原誠二君
例会に出席できたので。
☆松前裕己君
ヨーロッパでの学会に和子と参加してきました。
サッカー大会出席できず申し訳ありませんでした。
☆松前和子君
岩田町子先生、本日は演奏を楽しみにしています。
宜しくお願いします。
☆宮田浩二君
本日は、二胡演奏会。岩田町子先生、宜しくお願い
します。秋らしくなりましたね。
☆森 眞君
今夜は秋の夜長を二胡の調べとともに過ごせるとか…
崔学東二胡同好会の皆さまよろしくお願いします。
☆尾関一之君
二胡の演奏、楽しみにいたします。
☆山﨑義人君
二胡演奏会、本当に楽しみです。いい音楽においしい食
べもの、おいしいお酒。おいしい季節になりました。
☆鵜飼俊光君
石川委員長、サッカー大会お疲れ様でした。
☆秋田敬治君
ビジターの丸尾さんをご紹介します。RCへの入会を
希望されています。今夜は体験例会です。気に入っ
たら、ぜひ一宮中央RCへ入会してください。皆様、
仲良くしてあげて下さい。
☆春木和美君
調子に乗って「出席します！」と言ってしまった。分区
のゴルフ…。今更おりる訳にもいかず、…腹くくって行
くことにしますが。まず練習にいかなくちゃ！
□第4回理事会報告
報告事項
①ニコボックス残高 546,000円
②ロータリーレート 1ドル 112円（前月末109円）
③地区青少年交換プログラム第1回三者懇談会
2017年10月21日（土）14：00～会議17：00～懇親会
ウィルあいち
（登）ﾛｰﾀﾘｱﾝのみ5,000円×3名
石川青少年奉仕委員長・永田カウンセラー
ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ：松前(和)君・石川綾子様・松岡直子様
④秋季米山奨学生学友合同研修会
2017年11月11日（土）米山梅吉記念館
白木米山奨学委員長（登）10,000円
審議事項
【以下全て承認】
① 第1260回例会（9/18ミニサッカー大会）の決算に関する件
②第1266回例会（11/15ゆったり例会）の予算に関する件
③2018～2019年度理事役員の指名委員会設置に関する件
④第1261回例会（10/4）出演者の交通費に関する件
⑤WFF協力金（ワールドフード+ふれ愛ﾌｪｽﾀ）に関する件
⑥「赤い羽根共同募金」の協賛に関する件
※議事録の閲覧希望の方は、事務局までお申し付けください。

□中国楽器 二胡演奏会

***** 演奏者 *****

***** 曲目 *****

崔学東二胡同好会「ライムゥ」 ♪小さい秋みつけた

代表 岩田 町子様
鵜飼 美恵様
鎌田 孝子様
山田れい子様
和田 節代様

～赤とんぼ
♪紅
葉
♪東京ブギウギ
♪台湾メドレー
♪梅花三弄

「二胡の音色に魅せられて」
ライムゥ代表 岩田町子様
私が二胡の曲を身近に聞くようになったのは、２０
０２年に始めた太極拳の講座の時でした。太極拳をす
る時、二胡曲が流れると、なんとなくゆったりまった
りと手足が動くように思いました。ある時、「シルク
ロード」という曲が流れて来ました。
「あ～こんなふうに二胡という楽器が弾けたら…」と
思うようになりました。
そんな頃、一宮中日文化センターで二胡講座が開催
されるという記事が目に止まり、早速入会しました。
初めて二胡を手にし弾いてみたら「ガッガリーガー」
という音でした。いつも聞いている音とはかけ離れて
いました。それからは、練習あるのみ。早く太極拳で
聞くような二胡の音を出したいと思って練習に励みま
したが、ちっとも上手く弾くことができま せんでし
た。メンバーの話を聞いているうちに、私は基礎がで
きていないという事に気が付きました。
二胡は読んで字のごとく弦が二本で、移動ドの楽器
で す。Ｃ 調・Ｇ 調 と 調 が 違 う と 押 え る ド の 位 置 が変
わってくる楽器です。ピアノのようにドは同じ位置で
はないのです。練習を始める時に全ての調の音階を弾
くことから始めました。次は、速く弾く練習です。こ
れがまた難しいのです。先生にどのようにすれば良い
のかお尋ねしたら、「右手の動かし方が重要です。右
手の力をうまく使うことで、音の強弱、速い遅い、軽
重、緩急、剛柔太い細い、抑揚、流れる止まるも自由
自在に操れます。」と言うお話でした。これが、今の
私が目指している事です。弦が二本しかない楽器なの
に、本当に豊かな表情を奏でてくれます。まだまだ未
熟ですが、今は艶のある音色を出したいと練習に励ん
でいます。二胡との出会いに謝謝！
会 員 総 数
45名
出席会員数
35名
出席
77.78％
他クラブ出席数
0名
報告
前々回
修正出席率
93.33％
(9/13)

次回 10月14日（土）～15日（日）の予定
※18日の例会変更
ワールドフード+ふれ愛フェスタ
10：00～17：00 名古屋栄久屋大通公園

