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＜ビジター・ゲスト＞ 

飯能ロータリークラブ 半田 武 様 

2017～18年度派遣Ｒ財団奨学候補生 

 須山 恵理香 様 

米山記念奨学生 ブィ・クィン･チャン 様 
 

在籍 50年超 表彰 

齋藤金作会員・齊藤福太郎会員 

満 90歳以上 表彰 

齊藤福太郎会員 

30年以上ホームクラブ 100％出席表彰 

齋藤金作会員・石川嘉彦会員 
 

★☆★会長の時間 西山祐三会長 

昨日のアメリカ大統領選挙は予想外でドナ

ルド・トランプ氏が当選となり、今後どの様

なことになるか暫く様子を見る事となりそう

です。大統領選挙が日本においてこの様に大

きな話題になったことは今まで無かったと思

います。 

先月の 20 日以来の丸広での例会ですが、そ

の間 23日は市長選、29,30日は万燈まつり、そ

して 11 月３日は文化の日でお休み、５日は入

間市 50周年記念式典、同じく５日、６日と国際

ロータリー2570 地区 地区大会がありました。 

≪今月のお祝い≫ 

29 日、30 日の万燈まつりは雨の万燈まつり

とのレッテルが外れてまずまずの天気に恵ま

れ、そして皆様のご協力を賜り無事成功裡に終

わりました事、御礼申し上げます。又、夜の市

制 50 周年記念花火大会も非常に素晴らしかっ

たとの声を聞いております。 

10 月 20 日過ぎに市役所より、11 月１日に市

制施行 50周年を記念して、市制施行 20周年記

念事業の一環として埋設しました「タイムカプ

セルの開封記念セレモニー」の案内が参りまし

た。私は当日所用がありまして、加藤パスト会

長に出席して頂きました。 

1986年７月３日の週報に、入間市制 20周年記

念事業タイムカプセルの寄贈の写真が載って

おります。そして７月 17 日週報にはタイムカ

プセルの収納品である「会員心集誌」が完了し

ましたので、バナー、3年誌、15年誌、20年誌、

25年記念誌、及び国際ＲＣ年次大会詩、年度計

画書、職奉ジャーナル、等をカプセルに収納い

たします。と載っております。これらの収納品

は近々市役所に取りに行ってまいります。 

余談ですが、7月 17日週報のニコニコＢＯＸ

欄に齋藤金作会員より息子が霞ヶ関 C.C 西

NO.11 ホールでホールインワンをしました。と

の記事がありました。 

会員誕生日 
関谷永久君(古希)大野賢次君 

摂田順一君 

夫人誕生日 
上野良子様   馬路悦代様 

粕谷美代子様 

結婚記念日 

齊藤福太郎君  後藤賢治君 

宮寺成人君   滝沢文夫君 

水村雅啓君   上野弘勝君 

森田英郎君   齋藤栄作君 

関根靖郎君 

2016-2017年度 RI会長:ジョン F. ジャーム RI2570地区ガバナー:前嶋修身 会長:西山祐三 幹事:吉沢誠十 

2016-17年度 RＩテーマ 

第 16号 ２943回例会 ２０１6年 11月 10日（木） 

 



2 

★幹事報告 吉沢誠十幹事 

第５回定例理事会 

＜協議事項＞ 

⒈1月のプログラム 会長より発表 

（１月１６日夜間移動例会 承認） 

⒉若草支援学校競技用ユニホーム寄贈の件 

豊田社会奉仕委員長より発表 承認 

⒊10/13入間南 RC合同例会会計 承認 

＜報告・予定等＞ 

①11/13(日) 

第 5回青少年交換オリエンテーション 

第 34回インターアクトクラブ合同奉仕活動 

②11/27（日） 

R財団１００周年記念シンポジウム（東京） 

細淵会員出席予定 

③11/27（月） 

Ｒ財団地区セミナー(名古屋)細淵会員出席予定 

④12/4(日) 

米山記念奨学部門クリスマス会・第２回カウン

セラー会議 忽滑谷会員出席予定 

⑤11/21(月) 

第 3回社会福祉協議会評議会 粕谷会員出席予定 

⑥11/22(火) 

豊岡中学校区地域交流研修会 

⑦11/26(土) 

入間ライオンズクラブ 50周年記念式典 

会長幹事出席予定 

＜その他(理事会以外)＞ 

⒈11月のロータリーレートは 102円です。 

⒉第１回日本 RYLAセミナー2017年 3月 24日～

26日 全トヨタ労連研修センター「つどいの

丘」で開催されます。出席希望の方はお申込

みください。（詳細回覧） 

 

 

●委員長報告 

ロータリー情報委員会 友野政彦委員長 

12 月 2 日(金)6 時半より中央公民館にて第 2

回ロータリー情報委員会の勉強会を行います。

講師は水村地区クラブ奉仕部門委員長にお願

いしています。どうぞ皆さまご参加ください。 

 

会報・雑誌委員会 石川嘉彦委員 

11月は「ロータリー財団月間」のため横組み

のページは財団関係の記事が多いです。7 ペー

ジからの記事はお読みください。その他 22 ペ

ージの記事 World Roundupは面白いです。 

縦組みの 21ページはおなじみの俳壇 柳壇に

入間南と日高クラブの投稿。27ページには和光

ＲＣの加藤さんの投稿記事があります。 

 

親睦活動委員会 馬路宏樹委員長 

来週は万燈まつりの反省会として、18 時 30

分より「ナポリのかまど」での夜間例会です。

又、本日回覧いたしております 12/8 クリスマ

ス家族例会は 18時 30分から飯能ヘリテイジで

行いますので、宜しくお願い致します。 

 

プログラム委員会 田中快枝委員長 

12月のプログラムは表記通りです。 

2017年 1月のプログラムは、5日クラブ定款

第 6 条第 2 節(C)により例会取り止め、12 日市

長年頭所感、Ｒ美術館、19日第 4回クラブ協議

会     26日新年会となっています。 

 

ロータリー財団委員会 宮崎正文委員長 

今月はロータリー財団月間です。又、今年は

財団 100周年でもあり、昨年より多めのご寄付

を出来るだけ今年中にお願いします。 

昨年度は 100％達成しましたことを報告し、

回覧させていただきます。 

 

広報委員会 木下登委員長 

今月のガバナー月信は入間ＲＣの記事が多

く載っておりますので、お読みになって下さい。 

 公共イメージと認知度の向上 

入間ロータリークラブの取組み 

 第１回社会奉仕部門セミナー報告 

 米山一日研修旅行の報告 

 

 内 容 

1日 クラブ年次総会 写経例会 

8日 クリスマス家族例会(ヘリテイジ) 

15日 
講師卓話・防衛医科大学・医学教

育部看護学科学科長、安酸史子様 

22日 蕎麦例会 

29日 
クラブ定款第6条第2節(C)により 

例会取り止め 
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■■■ ■■■ 
2017～18年度派遣Ｒ財団奨学候補生 

 須山 恵理香 様 

 

初めに先日は万燈祭り、そして地区大会とお

世話になりました。お祭りでは私自身楽しみな

がら参加させていただきました。又、本日は卓

話の機会をいただきありがとうございます。 

自己紹介、オペラができるまで、そして日本を

代表する作曲家についてお話します。 

 福岡県久留米市の出身で、大分県立芸術文化

短期大学を卒業し、昨年から武蔵野音楽大学の

別科という社会人コースでオペラの勉強を続け

ています。 

 留学希望先はイタリアのピアチェンツァ国立

音楽院です。向こうでは生活や文化の中から、

イタリア音楽の持つ鮮やかな色や熱い情熱を勉

強したいと思っています。 

また、帰国した際には子供達にオペラに触れて

もらう活動がしたいです。 

 

「もういくつ寝ると、お正月ー」 

 この曲を作曲した人をご

存知ですか？ 

誰もが知るこの曲、花や荒

城の月で有名な滝廉太郎の

作曲です。今日は日本で二

番目に音楽留学生としてヨ

ーロッパに渡った私の大先輩、滝廉太郎につい

てのお話しします。 

 明治 12年に東京に生まれ、父の仕事の関係で

神奈川、富山そして麹町と転々としたのち、大

分県竹田市へ。ここで過ごした２年間は彼に多

大な影響を与えたと言われており、有名な荒城

の月のモデルになった岡城が存在します。 

竹田市では通ると荒城の月が流れる廉太郎トン

ネルや、全国滝廉太郎記念音楽コンクールの開

催など今でも廉太郎を大変大切にしています。 

 その後東京音楽学校（現東京芸術大学）に進

学し作曲を学び、21歳でドイツのライプツィッ

ヒ音楽院に留学するも僅か 5 ヶ月後に肺結核を

患い無念の帰国。父のゆかりの地である大分市

府内町で療養する。そして 23歳の若さで幾多の

理想と希望を抱きつつその生涯を終えます。 

 現在この府内町では、廉太郎遊歩道が整備さ

れ、毎年命日の 6月 29日に慰霊祭が行われてい

ます。 

 廉太郎の素晴らしい所は、当時日本の最先端

の音楽を勉強し素晴らしい才能を持っていたに

もかかわらず、研究だけでなく、日本の子ども

達のために歌を書いたところです。当時は、外

国の民謡のメロディーに日本語の歌詞を無理や

り合わせた、不自然なものだったのですが、廉

太郎は日本語の歌詞を日本人によって作曲した

ものを子ども達に歌ってほしいと願い、花を作

曲。また、当時の幼稚園唱歌は書き言葉の難し

い歌詞だったため、話し言葉で分かりやすいも

のをと「お正月」など数々の幼稚園唱歌を作曲

しています。 

 また彼が亡くなる 4 ヶ月前に書いた遺作は

「憾」。歌を沢山かいた彼が 2 曲だけピアノ曲

を作曲しており、そのうちの一曲である。 

この「憾」という字には、無念だ、残念だの意

味があります。 

どこか物悲しくもあり、彼の優しさや穏やかさ、

そして激しく熱い想いを感じられる素晴らしい

曲です。 

この曲の最後の音は低いレの音で、普通は左手

で弾くのが自然であるが、彼は態々手をクロス

して右手で弾くように指示している。ここに彼

の強い意志を感じずにはいられません。 

 このレには三つの意味があると恩師に話して

もらったことがあります。一つ目はレクイエム

のレ。二つ目はレコルダーレ（思い出して下さ

い〕のレ。三つ目はれんたろうのレ。 

 彼が本当にそのように思って最後の音をレに

したかどうかは定かではないが、私たち音楽家

はこのように楽譜を通して彼の人生や信念に想

いを馳せることができます。 

 滝廉太郎のような偉大な音楽家になりたいと

いうのはおこがましい気もするが、私も彼のよ

うに大きな志を持って海を渡り、また日本の

人々や子ども達のために尽力して行きたいとと

思っています。本日はありがとうございました。 
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＜出席報告＞ 一柳達朗委員長 

会員数 出席数 出席率 前々回修正率 

42名 24名 64.86％ 75.68% 

事前欠席連絡 5名 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 田中快枝副ＳＡＡ 

半田武様～本日はよろしくお願い致します。 
 

齊藤福太郎君～結婚記念、満 90 歳超賞状を戴

きました。 
 

森田英郎君～11/26 で結婚 60 周年になります。

健康で夫婦共元気でいることに感謝いたしま

す。今後もロータリーライフ楽しみます。 
 

宮崎正文君～入間消防団が創設 50 周年となり

ました。これからも入間市の安全安心の為頑張

りますのでご支援ご協力お願いします。須山さ

ん卓話緊張しないで頑張ってください。 
 

豊田義継君～半田様ようこそ入間ＲＣへ 加藤

さん写真ありがとうございます。 
 

吉永章子君～チャンさん須山さんいらっしゃ

い お二人が来られると明るくなります。加藤

さん写真ありがとうございます。 
 

石川嘉彦君～吉沢さん細淵さん地区大会では

お世話になりました。 
 

大野賢次君～石川会員雑誌報告変わってもら

いありがとうございます。加藤さん写真ありが

とうございます。 
 

晝間和弘君～ＲＣ財団 100周年記念チャリティ

ーゴルフ大会でトビ賞に入りました。 
 

西山祐三君、吉沢誠十君、細淵克則君、友野政

彦君、山岸義弘君、田中快枝君、一柳達朗君、

金井祐一君、吉岡信人君～加藤さん写真ありが

とうございます。 
 

友野政彦君～早退します。 

本日\90,000 累計\429,500 

 

 

 

 

入間市市制施行５０周年 2016年 11月１日 

30 年前に入間ロータリークラブが寄贈し埋

設したタイムカプセルの開封式が市役所の前

庭で行われ、入間クラブからは加藤国夫会員が

代表で摂田順一会員、石川嘉彦会員が出席いた

しました。 

オープニングは岩崎会員のお孫さんもいら

っしゃる、いるま幼稚園の園児たちの鼓笛隊の

演奏で賑わいました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■回覧、配布物 

① ガバナー月信 11月号 

② ロータリーの友 11月号 

③ 腎・アイバンク第 28号 

④ バギオだより Vol.57 

⑤ 武蔵野音大管弦楽団演奏会お知らせ 

⑥ 派遣学生 9月次報告書 

⑦ 入間青年会議所お礼状 

⑧ 入間市じゃらん第 2号 

⑨ タイムカプセル開封記念セレモニー 

⑩ 10/13入間南ＲＣ合同例会会計報告 

⑪ 2015－16年度クラブバナーの表彰 

⑫ 第 1 回日本ＲＹＬＡセミナー開催のお知ら

せ＆受講生ご推薦のお願い 

⑬ 12/2ロータリー情報研修会出欠席表 

⑭ 12/8クリスマス家族例会出欠席表 

⑮ 他クラブ週報＆変更のお知らせ 

⑯ 入間ＲＣ週報 14  号 15号 

⑰ 西山会長より「今日は何の日」 

発行 入間ロータリークラブ 
■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7ハイツ斎竹 101号 Tel.04-2964-1700 Fax.04-2965-5788 

■Email   iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp 

■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆバンケットホール Tel.04-2963-1111 

■例会日：木曜日 12：30～13：30 ■会報委員：大野賢次 石川嘉彦 摂田順一 白幡英悟 

 


