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「横浜の発展とロータリー」

雄一郎 会 長

横浜商工会議所会頭
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様（会長）
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町田英利佳
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市川
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亜結

富士の山

一．あたまを雲の上に出し

四方の山を見おろして

かみなりさまを下に聞く

富士は日本一の山

二．青空高くそびえたち

からだに雪の着物着て

かすみのすそを遠くひく

富士は日本一の山

◎今週メークアップへ行った会員
７／３

地区ローターアクト委員会（岸会員）

７／ 16 地区 RYLA 委員会（岸・青木

各会員）

７／ 21 会員増強委員会（宮田会員）
７／ 26 地区インターアクト委員会（岸・青柳

各会員）

７／ 27 地区大会実行委員会（岸会員）
７／ 31 地区ローターアクト
岸・松井・田島・井原

全クラブ合同例会（伊藤・
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各会員）

≪幹事報告≫

８／ 10 地区 RYLA 委員会（岸会員）
８／ 10 横浜南ローターアクト（松井会員）

福本

学

幹事

１．本日例会前 11：00 より 10 階にて、創立 60 周年実

８／ 21 地区ローターアクト委員会（岸会員）

行委員会が開催されました。ご出席いただきました

８／ 25 米山記念奨学会委員会全体会議（蒲会員）

委員の皆様ありがとうございました。

８／ 25 地区青少年奉仕委員会（岸会員）

２．本日例会後 10 階にて、第 4 回理事会を開催いたし

８／ 26 地区ロータリー青少年交換委員会（岸会員）

ます。ご出席いただきます理事 役員の皆様宜しく

８／ 27 横浜南ローターアクト（宍戸・井原

お願いいたします。

各会員）

８／ 31 藤沢東ロータリークラブ（青柳会員）

≪会長報告≫

３．7 月 17 日新会員候補としてお知らせいたしました
髙堰勇輝様ですが、異議申し立てがございませんで

伊藤

雄一郎

会長

したのでご報告させていただきます。入会式は、後

１．先日もお知らせしましたが、7 月 31 日に予定して

日お知らせいたします。

おりましたガバナー公式訪問は、緊急事態宣言が発

４．10 月 5 日（火）ホテルプラムにて、2021 年度米山

令されたため延期となっておりましたが、現在の状

カウンセラー研修会が開催されます。水谷カウンセ

況で従来の形でのガバナー公式訪問を実施すること

ラーにご出席いただきます。宜しくお願いいたしま

は困難と判断され、今年度ガバナー公式訪問は中止

す。

となりました。そのため、９月６日（月）に伊藤会

５．10 月 7 日（木）新横浜国際ホテルにて、第 2 回クラ

長と福本幹事でガバナー事務所に伺い、小倉正ガバ

ブ会長・幹事会が開催されます。伊藤会長と私で出

ナーよりクラブ協議会を元にしたヒヤリング及び

席いたします。

RI 会長のメッセージの紹介・地区方針をご説明い

６．10 月 8 日（金）リモートにて、地区ロータリー財

ただきましたことをご報告いたします。またその際

団セミナーが開催されます。伊藤会長と武居ロータ

に、小倉ガバナーよりスマイルをいただきました。

リー財団委員長にご出席いただきます。宜しくお願

２．地区より、昨年 2020‐21 年度ロータリー米山奨学
事業の寄付につきまして、目標達成のお礼状が届い

いいたします。
７．先日協賛いたしました南警察署 特殊詐欺予防 You

ております。先日、蒲米山記念奨学委員長からもご

Tube 動画作成のポスターをいただきましたので、

報告がありましたが、昨年の目標は、一人当たり

本日ご用意いたしました。ご確認お願いいたします。

円でしたが結果、一人あたり、

円とな

８．本日、
「ロータリーの友」の電子版のご紹介を皆様

り全国 1 位を達成いたしました。皆様ご協力ありが

にお配りいたしました。ご確認いただき、ご利用い

とうございました。また、今後も宜しくお願いいた
します。

ただきますようお願いいたします。
９．10 月からのロータリー財団レートは、1 ドル

３．地区の行事へのご出席のご報告をさせていただきま
す。
７／ 31

円

です。
10．次週 10 月 9 日の例会は休会となります。次回の例

地区ローターアクト全クラブ合同例会

会は、10 月 16 日となります。お間違えの無いよう

伊藤・岸・松井・田島・井原

お願いいたします。

各会員

９／ 10

クラブ米山記念奨学委員長会議

９／ 11

地区ローターアクト「アクトの日」

11．他クラブより例会変更の案内がきております。詳細

蒲会員

は事務局にお問い合わせください。

≪委員会報告≫

伊藤・福本・岸・松井・田島・井原
各会員

・ロータリー財団委員会

ご出席いただきました。他にも例会休会の間も地区
開催の委員会に多くの皆様にご出席いただきまし

武居

正則

委員長

井原裕一・川﨑智晴・美松寛昭・髙橋常男、各会員よ
りご寄付頂きました。

た。ありがとうございました。
４．8 月 3 日に予定しておりました、奉仕プロジェクト
委員長会議は、中止となりました。

・米山記念奨学委員会

５．ロータリー米山記念奨学会より、第 43 回メジャー
ドナーとして蒲会員に感謝状が、ロータリー財団よ

蒲

隆夫

委員長

蒲隆夫・角井幸一・井原裕一・川﨑智晴・髙橋常男、
各会員よりご寄付頂きました。

り、第 3 回ポールハリスフェローとして、鈴木康昭
会員に記念バッチが届いておりますので、お渡しい
たします。
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≪卓話≫

４．H. ジマー：タイム〜映画『インセプション』より
張楽編曲

「十指で操るオーケストラ」エレクトーン演奏

「あっ夢だったのか？」と思った瞬間にそれもまた夢で

横浜南ローターアクト会員
米山奨学生（2018 〜 2020 年度）
東京藝術大学大学院

音楽音響創造創造専攻修士在籍
張

楽

様

あった……時空や因果を遥かに超えたかのようにただた
だ美しい。その美しさは、かすかな反響として間接的にし
かわれわれに到達しえないことの知覚。これは夢と言って

演奏曲

良いでしょう。映画『インセプション』が描いた多層構造

１．張楽：道〜タオ〜

的な夢世界、その美しい知覚体験を、本日の演奏を通して

道（タオ）とは、中国の

お届けします。

哲学者である老子が唱えた
「宇宙自然の普遍的法則で

５．P. スパーク：宇宙の音楽

す。自然、万物に関わる道
を天道、人間世界に関わる

張楽編曲

「美しいもの」といえば、宇宙そのものが美的であろう。
《宇宙の音楽》は、イギリスの作曲家スパークによって作

道を人道というタオイズム

曲された金管と打楽器のためのアンサンブル作品ですが、

の理論か発想し、自然の美

本日は私自身によるエレクトーン編曲版をお届けします。

しさと、それに対する人間の憧れをイメージして、作曲し

古代ギリシアの数学者で哲学者のピタゴラスとその一派

ました。生気に満ち溢れる花鳥風月を友とし、忘我の境地

が唱えた「天球の音楽」に着想を得て、宇宙の創生から未

に入ったような気持ちを伝えられるよう、演奏したいと思

来を音楽で描きました。その重厚な音響空間をエレクトー

います。

ンでお楽しみください。

２．J. ウィリアムズ：シンドラーのリスト

張楽編曲

第二次世界大戦中、ナチスの虐殺から多くのユダヤ人を
救ったドイツ人実業家、オスカー・シンドラー。彼の衝撃
の実話に基づく感動の物語を描いたこの作品は、ハリウッ
ドが生んだ映画音楽の巨匠、ジョン・ウィリアムズの不朽
の名作であり、美しいメロディは涙なしには聴けないだろ
う。今回は、電子オルガン STAGEA 02C が誇るリアルな
音色で、生楽器に匹敵しうる表現を目指しました。「たっ
た一つの命を救うものは、全世界を救うのである」という
名シーン、その言葉の重みを、本日の演奏を通して私なり

〈プロフィール〉
横浜南ローターアクト会員

に表現したいと思います。

米山奨学生（2018 ～ 2020 年度）
東京藝術大学大学院 音楽音響創造専攻修士在籍

３．張楽：メトロポリス〜街灯の下のロマンス
上京したある日の夜、ナイトショーの映画観賞後、道路

張 楽 様

に投げられた灯影を踏んで歩いていた。街灯が道をほのか
に照らし、ネオンサインと交錯して赤いインクでも溢した

中国河南省開封市に生まれる。東京藝術大学大学院音楽

ように滲んで見える。隣を走っていた汽車の姿は既に遠く

音響創造専攻修士一年在籍。2018 ～ 2020 年度ロータリー

へと過ぎ去り、残るヘッドライトやテールランプの軌跡は

米山奨学生。

美しい光の海。陸離たる摩天楼群の窓からこぼれ出す灯影

三年に一度開催の中国音楽界のトップイベント「The

は、霧の中になまめかしく朦朧とし、SF アニメを彷彿と

Prime Golden Bell」音楽コンクール電子オルガンプロ

させる近未来の世界。こんな光景をイメージとして《印象・

フェッショナル部門第 1 位及び作曲賞受賞。第 20 回九州

ネオン都市》に取り組みました。アナログ感あふれる粒立

音楽コンクール電子オルガン大学生部門第一位。第 2 回中

ちのパッドサウンドが響き続ける中、ミュートされたトラ

国ヤマハエレクトーンコンクール中学生部門、第 1 回

ンペットやディストーションギターなど金属的な音が姿

APEKA、第 2 回中国北地区リングウエイ国際電子オルガ

を見せます。未知とノスタルジーが溶け合い、喧騒の中で

ンコンクールにおいて各々一等賞。昭和音楽大学第 15 回、

沈んでいた都会のうっとりとさせる魅力的な一面をご堪

第 16 回、第 17 回電子オルガン定期演奏会三年連続ソロ演

能ください。

奏での出演。中国ハルビン・パレス劇場にてソロリサイタ
ル開催、全国から 1000 人を超えた聴衆を集め、好評を得た。
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また、作曲や編曲も手がけ、“金沢市民芸術村” 委嘱作品《四

角井幸一会員：張楽様、演奏楽しみにしております。ロー

季の鼓動》世界初演（マリンバ＝神谷紘実、バイオリン＝

ターアクトの皆様ようこそ、お越しいただきました。

中澤沙央里、ダンス＝橋爪美香）や、中国音楽家協会より

青柳隆之会員：皆様、ごぶさたしております。例会開始

委嘱を受け、電子オルガンのための教科書制作への楽曲提
供など、国内外で様々な活動を行う。

という事でおめでとうございます。
青木理会員：例会再開祝して。

中国河南省開封市に生まれる。東京藝術大学大学院音楽

岸厚子会員：横浜南 RAC 会員

音響創造専攻修士一年在籍。2018 ～ 2020 年度ロータリー
米山奨学生。2018 年に横浜南 rac に入会。今年度は社会

楽君、
今日はありがとう。

横浜南 RAC の皆も応援参加いただき感謝です。
川﨑智晴会員：①張楽君、演奏楽しみです。②お久しぶ

奉仕委員会に所属している。

りです。皆さんのお顔が見れて嬉しいです。
水谷透会員：久しぶりの例会を楽しみましょう。張さん

≪スマイルレポート≫

エレクトーン演奏ありがとうございます。

田中智之様（会長）
・岡本真理子様（幹事）・吉田もも様
（横浜南 RAC）
：いつもローターアクト活動への多大

萩生田義久会員：休会休業に負けず頑張っています。
宮川洋一会員：10 週間の休会があり、久しぶりの例会
です。皆さんに再会出来て大変嬉しく思います。

なるご支援・ご理解をいただきありがとうございます。
10 月より緊急事態宣言も明け、ローターアクトでもハ

渡邉義隆会員：コロナウイルスもやっと落ち着きました

イブリッド例会の再開を検討中です。11 月第１例会は

ね。観光業飲食業順調になればいいですね。頑張りま

福岡中央ローターアクトとのオンライン合同例会も企

しょう。

画しており、コロナ禍だからこそできることを日々模

蒲隆夫会員：久しぶりの例会です。嬉しい限りです。

索し、活動しております。本日は楽会員の演奏を通し

秋山豊会員：久しぶりの例会、皆様のお元気な姿を拝見
して安心しました。

て横浜南ローターアクトの魅力が少しでも伝われば幸

石田健二会員：本当に久しぶりの例会、元気に皆さんと

いです。楽君、ガンバレ！！

再会出来て良かったですね。

伊藤雄一郎会長・小野哲副会長・福本学幹事：ゲストの
髙堰勇輝様、ようこそいらっしゃいました。例会楽し
んでいってください。横浜南ローターアクト会員

髙橋常男会員：スマイルに協力して。台風一過、秋空。
待ちに待った例会スタート。私的には、初心に戻り、

張

楽（ちょうがく）様、本日のエレクトーン演奏楽しみ

ゼロからスタートの思いです。楽さん、エレクトーン

にしています。よろしくお願い致します。ご友人の

楽しみにしております。宜しくお願い致します。

五十嵐優様、金多情様、エレクトーン搬入ありがとう

2021‐22 年度国際ロータリー第 2590 地区ガバナー 小倉
正様（横浜 RC）
：スマイルに協力して

ございました。例会楽しんでいってください。横浜南
田中智之様、幹事

岡本

齋藤久夫会員：スマイルに協力して。

真理子様、吉田もも様、Zoom でご参加の会計

町田

新堀史明会員：スマイルに協力して。

ローターアクトクラブ会長
英利佳様、広報

市川亜結様、ようこそいらっしゃい

小原淳会員：スマイルに協力して。

ました。張様の応援よろしくお願いいたします。緊急

宮田彰久会員：スマイルに協力して。

事態宣言が解除され、やっと例会再開です。皆様にお

鈴木康昭会員：スマイルに協力して。

会いできるのを楽しみにしておりました。本日どうぞ

武居正則会員：スマイルに協力して。

よろしくお願いいたします。

鈴木隆保会員：スマイルに協力して。

佐藤一明会員：例会再開大変嬉しく思います。コロナの

平野忠弘会員：スマイルに協力して。

収束を心から祈ります。
本日のスマイル

永島克政会員：例会再開楽しみにしてました。コロナに

35 件

負けるな！！
（今月の会報担当

澤田美穂子会員：久しぶりに皆様とお会いできて嬉しい

坪居

みか子

会員）

です！
井原裕一会員：皆様、ご無沙汰しております。本日は張
楽君のエレクトーン演奏楽しみにしています。ロー

◎スマイルリクエスト
宮田

彰久

会員 「タイムトラベル」原田

真二

中学の時に好きだった娘がこの歌が好きで、彼女の気

ターアクトの皆さんもようこそ！
美松寛昭会員：皆様お久し振りでございます。ようやく
緊急事態が明けました。第六波は絶対来ないようにお

を引こうとして彼女の前で歌おうと練習したのですが難
しくてうまく歌えず、この恋は終わりました。

祈り致します。ちなみに今年は巨人諦めました。
松井俊彦会員：祝 例会再開！またよろしくお願いします。
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第 ４回 理 事 会

議事録

2021 年 10 月 2 日

議案及び決議事項
１．今後の例会について
休会だった 11 ／ 20、Ｒ４. １／８、３／ 19、４／ 10（４／９振替・移動例会）、５／ 28 を例
会開催とする。11 ／ 27 は地区大会のため休会。
２．11 月例会プログラムの件
11 ／６と 11 ／ 13 は原案通り承認。11 ／ 20 卓話者は調整中。
３．秋季情報集会の件（クラブ奉仕）
10 ／ 30 開催、リーダーは副会長が選ぶ。
４．サンタプロジェクトの件（社会奉仕）
島委員長より令和３年度の活動の方向性についてご報告があった。
５．クリスマス家族会の件（親睦活動）
参加者 100 名くらいをめどに日中開催の方向で検討。その他は社会状況をみて検討。
６．2023 ～ 2024 年度

会長候補の件

９／５付持ち回りで指名委員会開催、全員一致で鳥山会員を選出。承認。
７．7・8 月会計確認の件
会計担当の松宮会員から報告、承認。
８．その他
①

地区大会開催の件
全員登録

２０２1 年１１月

例会プログラム予定表

週

日

テーマ

スピーカー

１

６

「米山奨学事業について」

地区米山記念奨学委員長
斉藤 正彦 様（川崎西 RC）

２

13

「AI の発展とロボットの可能性」

20

フィリピンの貧困層から
リーダーを育成する
NPO 法人 DAREDEMO HERO
～コロナ渦での活動報告～

３

当クラブ

27

俊徳

蒲

隆夫
会員

会員

NPO 法人 DAREDEMO HERO
伊藤 雄一郎
代表 内山 順子 様
会長
（フィリピンセブ島より ZOOM 配信）

備考
３階
３階
３階
卓話者は、
ZOOM にて参
加、例会は通
常形式で開催
地区大会の為
例会なし

特 別 休 会（地区大会）
４

槇

紹介者

地区大会 13 時
点鐘

会員の皆様は、13 時点鐘
YouTube（ハイブリット）で
参加ください

会場参加者
会長・幹事・
地区委員長
9/21 現在
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