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第2565回 2019年10月16日例会報告

【出席報告】

例会

SAA 小澤 孝延

出席計
算会員 出席 欠席
数

10/16
29
28
10/ 2
31
24
会員総数 31名
（ 名誉会員 3名

1
7

出席
率％
96.55
77.42

ＭＵ

修正
出席率％

3

87.1

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 90.46%

千葉県では台風19号の襲来では、さほどの被
害が出ていませんが、各地で河川の氾濫が甚
大な被害をもたらしました。堤防の決壊、堤
防を乗り越える「越水」、支流の水が本流に
入れないで溢れる「バックウォーター現象」
点
鐘
会長 増田 繁
が各地で起きた。
地球温暖化による海水温の上昇での異常気
ソ
ン
グ
奉仕の理想
象が、台風の強大化にしたのもその一つであ
ろう。今回の降雨量からみて、過去のデータ
では対応しきれなかったのが現状であっただ
【ニコニコボックス】
ろう。今後の対策として、ハード面では河川
敷の不法工作物の撤去、堤防のかさ上げ、遊
◇台風の間に黎明高校は天然芝の上で
水池の確保、また今回注目を浴びた埼玉県の
体育祭ができました。
西村 清
「地下神殿」、横浜国際競技場の地下遊水場
など都市部での増設も必要だろう。
ソフト面では日常から防災意識の徹底、ハ
ザードマップの広報、避難情報の正確化など
再確認しよう。近年の北九州豪雨、西日本豪
皆さんこんにちは。台風15号に続いて東日 雨そして今回の東日本豪雨と異常気象に耐え
本を襲った台風19号の爪痕は、今も避難生活 うる対策を考えておく必要が大であると思い
を強いられている人たちが多数います。幸い ます。
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【幹事報告】

幹事 笹川 英一

今日はそんなことから私が子どものころから
続けている小さな趣味について話してみたい
と思います。私も8月に後期高齢者となり、
ロータリー活動もそろそろ年齢的に限界に近
付きつつありますので、私のちょっとした自
慢話を皆様に披露するのも良い事かと思いま
して、今日は卓話をさせていただきます。
はじめに、皆さんが意外と思う方もあるか
と思いますが、私の家の洋間にある大きな本
箱には「ニュートン」という赤い表紙の化学
雑誌でびっしりと埋まっております。先月末
に届いた11月号で創刊号の第1巻第1号のひと
つ前の0号も含めて（39年間分）467冊がそ
ろっております。
と言っても本当は468冊だった筈なのです
が、残念ながら1冊がないので、現在は467冊
になっております。実は存在しない1冊は、
アメリカのアラスカ州の特集号で、昔アラス
カの首都のジュノーから来た父の知り合いで
あった方に、その1冊は差し上げてしまって、
今はありません。その頃はまさかこんなに長
期間バックナンバーを揃えるつもりもありま
せんでしたので、訪問された記念にお土産に
差し上げてしまったのです。それ以外はバッ
クナンバーすべてが揃っているはずです。
今日はそのニュートンの話ではなく、私の
もう一つの趣味であるクラシック音楽にどう
かかわって来たかについて話してみたいと思
います。
私が初めてクラシック音楽に目覚めたのは、
中学２年の時でした。夏休みの宿題で、何の
曲でも構わないから、クラシック音楽を聴い
て、その感想文を書いて、夏休みが終わって
から学校へ提出するという宿題だったと思い
ます。昭和33年の夏休みのことで、今から60
年余り前の事になります。その時聴いた曲が、
モーツアルトの「弦楽セレナード ト長調
アイネクライネナハトムジークK525」という
曲でした。この時は学校からこの曲を指定さ
れた訳でもなく、親からも教わった訳でも

◎ 第1回RYLA実行委員会会議のご案内
日時：2019年11月9日（土）13時より
会場：富山ふれあいコミュニティセンター
◎赤い羽根共同募金運動クオカード募金の
お願い
◎2018年度米山記念奨学会決算報告

【委嘱状の伝達】

2019-20年度RYLA実行委員として
小澤孝延会員が任命されました。

【卓

話】

高橋 宏一会員

こんにちは。皆さんはどなたも何か趣味
や特技をお持ちのことと思います。その趣
味や特技をお持ちになったきっかけ、また
はそれに目覚めたきっかけを考えたことは
ありますか。
ゴルフが好きな方は、初めてゴルフをプ
レーして見て、こんな面白いことはないや
とゴルフにのめり込んだ時がきっとあった
はずです。
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なかったと思いますが、当時はラジオで聞い など、15枚程度を買ったところで、今度はFM
たのですね。この曲は日本語では「小夜曲」 放送がかなり素晴らしくきれいな音源である
と言われますが、演奏時間は約20分の短い曲 ことを知り 、FM放送 から「エ アチェッ ク」
です。この曲を聴いた時、クラシック音楽と （録音）するようになりました。
はこういうものなのかと初めて感動を覚えま
当時新聞のFM放送の番組表には、この曲が
した。第1楽章から第4楽章まで、心が躍るよ 何分かかるかが記載されていて、エアチェッ
うな軽快な音楽であり、また一人で音楽を楽 クファンにとっては大変便利でした 。 ま た
しむのにふさわしい曲です。私はモーツアル 「FMファン」という雑誌を定期購読していて、
トの「アイネクライネナハトムジーク」とい それには1ヶ月の放送予定が詳しく載っており
う小さなこの一曲でクラシック音楽に目が覚 ました。FMファンの放送番組表は、その放送
めたのです。
する部分を切り抜くと、カセットテープの
それから暫くして次に聴いた曲で印象に ケースにピタリと納まるサイズで作られてお
残ったのが、ビバルディの「四季」でした。 りカセットケースのラベルに使える非常に便
その中でも３番目の「秋」で、その曲の澄み 利なものでした。
切った素晴らしい音色に感動しました。その
これによって私にとっては大きな負担感が
頃はすべてラジオで聞いていました。それも あったLPレコードの購入はその後20枚くらい
FM放送でなく中波の放送です。昭和30年代の 収集した段階で取りやめて、FM放送からカ
中ごろで、まだ中学生だったので、レコード セットテープに録音した音楽収集に変わりま
プレーヤーも持っていなかったし、もっぱら した。
ラジオが頼りでした。
録音機材であるテープレコーダーは当時大
ビバルディの「四季」をまた聞いてみたい ヒットしていたソニーの「カセットデンスケ
との思いから、当時ラジオ関東（現在のラジ TC2850SD」という機種で、タイマーが付いて
オ日本の前進）で「クラシックリクエスト」 いまして、録音開始時間を予約してカセット
という番組がありまして、ビバルディの「四 テープにステレオ録音ができました。このソ
季」をリクエストしたところ、暫くして私の ニーの「TC2850SD」は、全国の録音マニアが
リ ク エ ス ト が 叶 い ま し て 「 四 季 」 の 内 の 広く使っていたものです。カセットテープに
「秋」が放送されました。私のリクエストだ よるクラシック音楽の収集は、短期間で相当
という事で、私の名前も放送され、それから 数になりましたが、それほど長くは続きませ
10日くらいしたら記念品として小さな電気ス んでした。理由は今からもう30年近く前にな
タンドが送られてきました。中学３年の時の りますか。コンパクトディスク（CD）が発売
事だったと思います。クラシックリクエスト になったからです。
は２度採用され、記念品も二つになりました。 CDはレコード盤より小さく、直径12センチ
高校に入学してステレオレコードプレイ で、1時間以上の曲が1枚に納まり、複数の曲
ヤーを買ってもらいました。この時はうれし が同じCDに録音されていても、それぞれ聴き
かったですね。高校の帰りに、通学途中にあ たいところから頭出しで聴けるし、音質も非
る千葉市内の「松田屋楽器店」や千葉駅ビル 常に澄んだ素晴らしい音で、 プレーヤーに
にあったキディランドに立ち寄り、レコード よっては複数枚セットして順番に聴けること
を漁っていました。初めて少ない小遣いをは が出来るという事で、一部のマニアを除いて
たいて買ったレコードは、やはりビバルディ は、音楽ファンにとってはたちまち従来のレ
の「四季」でした。演奏はフェリックス ・ コードを駆逐していきました。
アーヨ指揮の「イ・ムジチ合奏団」のレコー
折からソニーがアメリカの映画会社や音楽
ドでした。当時名盤中の名盤と言われたレ 関連の会社の買収をして、ソニーミュージッ
コードでした。
クエンターテイメントという会社を設立しま
高校生の時代に、自分の小遣いでレコード した。そして「ソニーCDクラブ」という月間
を買うのは大きな負担でしたが、ビバルディ 雑誌が発行され、私はその「CDクラブ」の会
の「四季」のほかにベートーベンの「交響曲 員になりました。その雑誌には、今月の推薦
第6番田園」（ワルター指揮 コロンビア交響 盤というページがあり、それを参考に、それ
楽団）、ドヴォルザークの「新世界」（バー からは基本的に毎月1枚または2枚CDを通販で
ンスタイン指揮、ニューヨークフィル）、メ 買い求めることにしました。
ンデルスゾーンのバイオリン協奏曲 （ ハイ
収集したCDは、クラシック音楽のほかにも、
フェッツのバイオリン ボストン交響楽団）
FM東京で深夜放送している「ジェットスト
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リーム」で流されているようなイージーリス
ただ最近は音楽などを聴いている時間があま
ニング音楽、フォークソング、グループサウ りとれません。テレビを見ることが多くなりま
ンド、映画音楽などのCDも含め約20年くらい した。CDは日中、車の中で聞いていることが殆
の間に約200枚の数になりました。その内クラ どですが、高速道路を走っている時はタイヤの
シック音楽が100枚余りで半数以上です。やは 路面との摩擦音で、クラシック音楽なんかはよ
りモーツアルトのCDが一番多く、20枚程度で、 く聞き取れません。一般道路を走っている時な
曲の数でもモーツアルトの曲だけで50曲以上 ら聴こえますので、車の中ではクラシック音楽
にはなると思います。短い曲ではディベル 以外のCDを聴いています。今は新聞を読んだり、
ティメント（喜遊曲）、ピアノソナタなど、 テレビを見たりして過ごすことが多く、CDを
他の曲はほとんど１曲の演奏時間が30分程度 じっくり聴くことは少なくなりました。聴きた
です。ピアノ協奏曲20～26番の戴冠式そして い時にはCDを聴きながら新聞を読んだり、パソ
27番、バイオリン協奏曲第3番、第5番、その コンを打ったりしております。いわゆる「なが
ほかの協奏曲、交響曲35番のハフナーから40 ら音楽ファン」は続けております。
ご清聴ありがとうございました。
番、41番（ジュピター）などです。各作曲家
の名盤はほとんどの曲は集めたつもりです。

情報研修会

inラディソンホテル成田

第2566回 2019年10月29日例会報告

【出席報告】

例会

出席計
算会員 出席 欠席
数

10/29
26
7
10/ 9
30
25
会員総数 31名
（ 名誉会員 3名

≪次第≫
１．開会司会ガバナー補佐幹事鈴木寛尚
２．点鐘ガバナー補佐寒郡茂樹
３．主催者開会挨拶ガバナー補佐寒郡茂樹
４．来賓挨拶
５．来賓紹介
６．パネラー入場
７．パネルディスカッション
８．講評地区研修委員会委員長寺嶋哲生
９．点鐘ガバナー補佐寒郡茂樹
10．閉会
※17:45より湯楽城にて懇親会

SAA 小澤 孝延

19
5

出席
率％
26.92
83.33

ＭＵ

修正
出席率％

3

93.33

・ 出席免除会員 5名 ）
通算出席率 90.75%

6クラブパネラーの皆さま
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【ガバナー補佐挨拶】
寒郡 茂樹G補佐(富里RC)

【ガバナー挨拶】
諸岡 靖彦ガバナー（成田RC)

この7月より 第2790地区ガバナーを務めてお
ります 成田RCの諸岡です。
本日は足元の悪い中、１００名以上のロー
本日は寒郡ガバナー補佐主催でありますロー
タリアンの皆様がご出席いただきましてあり
タリー情報研修会に、多くの会員皆様にご参加
がとうございました。
いただき、まことにありがとうございます。私
今日の研修会は２部構成となっております。
の務めであります千葉市内の公式訪問を終えて、
１部は、「諸岡ガバナー」からのご指示でも
参加させていただきました。
ある「クラブの活性化」をテーマにパネル
早々と訪問を終わりました成田コスモポリタ
ディスカッションを行います。クラブの活性
ンRC以外のクラブは近く公式に訪問することに
化を考える場合様々な方法があるとは存じま
なっておりますが、今年度のテーマの一つ『元
すが、若い会員や女性会員が増えることは、
気なクラブ』実現のために皆様とお話し合いす
クラブを大いに活性化していくものと信じま
る機会を楽しみにしております。
す。本日は、地区の会員増強セミナーでの基
さて、グループ内各クラブの代表の方々をパ
調講演でもあった高崎ロータリークラブの田
ネラーとして、「クラブの活性化」をテーマと
中会長のスライドを基本としながら、各クラ
した パネル・ディスカッションを、途中から
ブからの代表者からパネラーとしてご意見を
お聞きしておりました。「会員増強に 如何に
戴きます。田中会長は、元パストガバナーで
取り組むか」という話題が耳に入ってきました
もございますが、高崎ロータリークラブ会長
が、これはどのクラブの訪問でも必ず課題とし
時代、５１名の新入会員を増強したという伝
て取り上げられるテーマです。
説のロータリアンでもございます。会員増強
先日、地区会員増強セミナーが開かれまして、
のヒントになればご参考にしていただければ
皆様のクラブからもご参加いただきました。会
幸いです。
員増強の方法を伝授いただいた、高崎RCのパス
２部は、懇親会の席を設けております。私
ト会長である田中久夫パストガバナーは、理論
は常々感じていたことでもございますが、会
に基づいた実践行動人です。様々な増強のため
長や幹事になりますと、会長幹事会等もあり
のアイディアが 紹介されました。参加された
他クラブの皆様とも非常に仲良くなれ、本当
皆様に多大なインスピレーションを与えてくだ
にいいことだなと感じることが多々ございま
さいました。
した。R L Iなどにも参加いたしますと、２７
会員増強には そのクラブの、その時の実力
９０地区全体の方々との交流も持ててまいり
のすべてが 映し出されるものだと考えます。
ます。その点を考えますに、グループ内での
会員の皆様が クラブにどれだけ愛着を持って
交流は、なかなか機会がございません。本日
参加されているのか、クラブの活動が、クラブ
はお酒を酌み交わしながら、交流を深めてい
の楽しい雰囲気が 入会を希望されている方に
ただき、ま た、お知り合いの方々がいらっ
は伝わるものです。
しゃったら、そのエリアのロータリーに入っ
ロータリーで一番大切な経験を積む場は、クラ
ていただくような情報交換をしていただけれ
ブです。この「場」を大切にするために、クラ
ば幸いであると考えております。言うなれば、
ブは元気でなければなりません。
グループ全体でグループ内の会員増強を行え
寒郡ガバナー補佐のご指導のもと、第10ルー
たらな、との考え方でございますので、よろ
プ各クラブの皆様の『元気なクラブ』をつくる
しくお願いいたします。
ために、真摯に取組まれていることに 感謝い
それでは、本日一日、よろしくお願いいた
たします。
します。
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懇親会 （湯楽城）

広報・公共イメージ向上委員会 ・ 高橋宏一 ・ 西村頼子
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