
 

 

和歌山南ロータリークラブ週報和歌山南ロータリークラブ週報和歌山南ロータリークラブ週報和歌山南ロータリークラブ週報    
ＷＡＫＡＹＡＭＡ ＳＯＵＴＨ  ＲＷＡＫＡＹＡＭＡ ＳＯＵＴＨ  ＲＷＡＫＡＹＡＭＡ ＳＯＵＴＨ  ＲＷＡＫＡＹＡＭＡ ＳＯＵＴＨ  Ｒ....Ｃ．ＣＬＵＢ ＷＥＥＫＬＹＣ．ＣＬＵＢ ＷＥＥＫＬＹＣ．ＣＬＵＢ ＷＥＥＫＬＹＣ．ＣＬＵＢ ＷＥＥＫＬＹ    

201９～20２０年度  

国際ロータリー・テーマ 

次週の次週の次週の次週のプログラムプログラムプログラムプログラム    

    

会長 山田 守 幹事 北畑博史 

直前会長 

副 会 長 

三木菊夫 

上西豊基 

会長ｴﾚｸﾄ 

 

樫畑国俊 

 

会報委員長 戸井洋木 副委員長 窪田哲也 

委員 井口善隆 宮本保志 藤岡 総 

 雑賀宅史   

2019201920192019年 ９月年 ９月年 ９月年 ９月    第３週第３週第３週第３週    

  

  ２０１９年 ９月２０日（金） No.２７７８ 

 第２８３４回 例会 

 ○ ソング「村祭り」 

 〇 卓話「帰国報告」 

    2018ｰ19年度長期青少年交換派遣学生 

           大瀬 ゆゆ さん 

  

  ９月２７日（金） 

 ○ ソング「月の砂漠」 

 〇 卓話「ニッカウヰスキーの余市・宮城峡蒸溜 

       所と竹鶴ピュアモルトについて」 

            藤岡  総  会員 

 〇 卓話「まち女子は  わかやまにいます。」 

            越部 早絵 会員 
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事務所 〒640-8215 和歌山市橋丁23 

          Ｎ-4ビル 2Ｆ 

 TEL(073)423-8822  FAX(073)423-8821 

 http://www.wminamirc.jp/ 

例会場 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 

 ダイワロイネットホテル和歌山 TEL(073)435-0055 

例会日 毎週金曜日 12時30分～13時30分 

前週の報告  ２０１９年 ９月１３日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１０名） 

          出席５５名  ホームクラブ出席者６９．６２％ 

会長報告（代理：上西副会長）会長報告（代理：上西副会長）会長報告（代理：上西副会長）会長報告（代理：上西副会長）    

ガバナー     中野 均 

本日の本日の本日の本日のプログラムプログラムプログラムプログラム    

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    

ただいま野村理事、水城副幹

事、田邊出席委員長、宮本青

少年交換委員の4人とご一緒に

山田守会長がミャンマーの現地

視察に行っておられるため、本

日の会長報告は副会長の私が

代行いたします。 

次回の例会ではその報告が聞

けることと思います。 

ミャンマーの、それもかなり奥地

まで出かけていかれるということですから私などはつい、食

中毒や荒れた道路と乱暴な運転による交通事故、窃盗な

どの犯罪に巻き込まれることを想像してしまい二の足を踏

んでしまうところです。5人の勇気を讃えるとともに皆が無事

に帰国されることを祈らずにおられません。 

代理代行といえば、平成20年に役職経験皆無にも拘わら

ず和歌山市医師会の副議長に推薦されたことや、三木年

度の中頃に幹事未経験者の私に次々々年度の会長就任

要請のお話を頂いたことに思いをはせます。 

他に相応しい方がいらっしゃっただろうに何らかの事情で

いわばニッチを埋める苦肉の選択であったんだろうと思い

ます。 

私にとっての物事の重要性の順位は、一位二位は仕事と

家庭で、申し訳ないことにロータリークラブの活動は上位に

は入っていません。 

山田守会長はもとより歴代の会長幹事や、特に青少年奉

仕委員会・国際交流委員会の委員長の奉仕活動に対する

熱意の出どころを正直あまり理解できていません。 

しかし、これからの二年間で、ロータリアンとして社会奉仕

活動を日常の一部として気負いなくできるよう、諸先輩方

の御助言を仰ぎしっかりロータリークラブ精神を勉強をして

いこうと考えた次第です。ご指導のほどよろしくお願いしま

す。 

１.次週２０日の例会会場は 

 華月殿に変更となっておりま 

 す。お間違いのなきようお願 

 いします。 

２.姉妹ロータリークラブでありま 

 す岡山ＲＣ、チャターメンバー 

 のさかなさんこと林さんが、 

 ９月６日享年９７歳でお亡くな 

 りになりました。心よりお悔や 

 み申し上げますとともに、生前のご厚情に深謝し謹んで 

 会員の皆様にお知らせ申し上げます。 

３.秋の親睦旅行の行程表がでて参りました。詳しくは岩井 

 親睦委員長より説明があると思いますが是非ご参加のほ 

 どよろしくお願いいたします。 

本日は以上です。 
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委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告 

卓卓卓卓    話話話話 

①青少年育成委員会 

 海堀 崇 委員長 

 西支部野球大会２日目の結果

が届いておりますので、ニコニコ

掲示板をご覧ください。９月１５

日には決勝戦と閉会式が予定

されておりますので、ご参加い

ただける方は午後１時３０分に

雑賀球場にお集まりください。 

 また１０月２７日に少年柔道大会が予定されていますが、

地区大会２日目と重なっております。柔道大会の方にも是

非ご参加いただけますようお願いいたします。 

②雑誌・広報委員会 

 嶋谷浩男委員 

「ロータリーの友」９月号の紹介を

させていただきます。 

Ｐ．７「言葉が人の未来を育てる」 

Ｐ．１２「ロータリーは世界をつな

ぎ『友』は日本をつなぐ」 

Ｐ．１８「ＡＬＯＨＡ ＲＯＴＡＲＹ」 

Ｐ．５７ 和歌山城南ＲＣさんが

「ロータリー・リーダーシップ研究会を再開」 

Ｐ．８１ 「ラグビーから学んだ和の心」 

を注目して読んでください。 

「きのくに音楽祭」「きのくに音楽祭」「きのくに音楽祭」「きのくに音楽祭」    

    宮下宮下宮下宮下    直子直子直子直子    会員会員会員会員    
音楽祭の開催までいよいよ後３

週間となりました。この度、音楽

祭の詳細をご説明させて頂く機

会を頂き大変ありがたく嬉しく

思っております。 

●まず、この音楽祭を始めるきっかけとなったのは、音楽祭

総監督の東京藝大学長の澤和樹さんが、２０１３年に県立

図書館メディア・アート・ホールの音楽監督に就任されてか

ら、ホールの音響など様々な面が改善され、ウイーンフィル

の首席奏者など、国内外の素晴らしい音楽家が次々と和

歌山に訪れるようになりました。そして、このホールが和歌

山の藝術文化の拠点として定着し、図書館という身近な場

所で気楽に上質の音楽を楽しめる、ということでファンも増

え、この高まりをさらに広げようという発想から起こりました。 

また、もう一つの開催の大きな原動力は、「南葵音楽文庫」

が２年前に和歌山県に寄託され、この世界に誇る遺産を広

く発信しようという気運が高まったことが起爆剤になったとい

えます。 

●最大の特徴は、この音楽祭が日本の音楽である邦楽と

洋楽のクラシックが主体の音楽祭であること、また、音楽祭

が図書館と連携している例は全国でも他にみあたりませ

ん。 

第１回となる今年のきのくに音楽祭は、チーフプロデュー

サーで筝曲家の西陽子さんならではの発想で日本の祭り

を意識した構成になっています。音楽祭の３日間の名称～

宵祭り、初日、中日、千秋楽という発想も特徴的です。 

●第１回きのくに音楽祭がめざすのは、「育てる」「開かれ

た」「育てる」音楽祭であること 

この音楽祭は、次代を担う子供達や若手演奏家が主役で

あり、音楽の魅力を生の演奏に触れることによって体験して

もらい、感性豊かな子供を育てたいという願いが込められ

ています。 

そして、世界の人や文化と出逢い、「南葵音楽文庫」のよう

な世界に誇れる宝や、未来ある子供たちや若い才能を発

掘し、世界に発信していく「開かれた音楽祭」であること。 

最後に、「動く音楽祭」であること。 

お祭りは参加して頂くことがなにより大事です。しかし、どう

してもその場に参加できない方にこちらから音楽を届けま

す。 

●音楽祭の聴きどころ 

全１６公演の案内をざっとさせていただき、その中で特に私

が企画した２公演をさらに詳しく説明をさせて頂きたいと思

います。ガイドブック参照 

●きのくに発掘コンサート 

そもそもこの音楽祭が開催されるきっかけとなったのが、こ

のコンサートで扱う「南葵音楽文庫」の存在。ところが、この

ことを和歌山で知っている方はほんの一握りで、是非とも図

書館に眠っている世界的な文化遺産を音にして広く発信し

なければという気持ちと、この南葵音楽文庫の研究と普及

に努めていらっしゃる、慶応大学の名誉教授美山良夫先

生率いるボランティアたちの熱い想いにも後押しされ企画

しました。 

南葵とは紀州徳川家の名称で、南音楽文庫とは、その１６

代当主徳川頼貞がイギリスのケンブリッジ大学に音楽留学

後、私財を投じて集めた２万点にも及ぶ音楽資料。その中

には、ベートーヴェンやリストの直筆の楽譜や手紙をはじ

め、音楽史に名を遺す有名な音楽家の貴重な資料があり、

現在県立図書館と県立博物館に所蔵されています。 

この徳川頼貞という人は、当時は西洋音楽を日本に広めた

殿様として知られ、生涯にわたり沢山の世界的音楽家と親

交を深めました。その存在は海外でも日本における音楽界

の重鎮として広く知られていたそうです。また日本初のパイ

プオルガンのある音楽専用ホールも建て、一般市民が西

洋音楽に親しんだり、楽譜や書物を手に取ったりできる場

を創りました。その後、関東大震災や戦禍をかいくぐり、読

売交響楽団所有となり、和歌山県に寄託されました。 

当日はさらに興味深い話をコンサートの合間に挟みなが

ら、音楽文庫重要コレクションから、チェロのパガニーニと

呼ばれたホルマンの本邦初演作品や、サン＝サーンスの

白鳥などの親しみやすい作品を、日本を代表するチェリス

ト、林裕さんの素晴らしい演奏でお楽しみ頂きます。 

●今夜はクラシック 

このステージでは、和歌山出身で県外や外国で活躍され

ていながら故郷の和歌山で知られていない若手演奏家を

紹介し、地元の皆様に応援して頂きたいと願って企画しま

した。ピアニストの中谷政文さんは東京藝術大学卒業後ア

メリカで研鑽を積み海外でさまざまな国際コンクールに入

賞経験も豊富で、昨年帰国後、大阪、和歌山、東京で次々



 

 

２０１９－２０２０年度テーマ：「 参加してロータリー活勣を楽しもう 」 

                                

    

                                                                ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱ニコニコ箱 

 

奥様誕生日・・・成瀬君・野島君 

事業所創立・・・小野君 

前窪君・・・岩井先生ゴルフ優勝オメデトウゴザイマス！！ 

       宮下さんヨロシク！ 

上西君・・・山田会長の代行をさせていただきました。 

岩井君・・・ゴルフ例会で優勝させて頂きました。 

       ダブルペリアの植田さんすいませんでした。 

藤岡君・・・先日の同好会コンペでニヤピンをひとつとること 

       ができました。 

植田君・・・ゴルフ例会チャリティｰ 

前嶋君・・・シニアゴルフスタート バナナ、かきごおり あり 

       がとうございました。 

戸井君・・・日本女子プロゴルフ選手権観戦してきました。 

       石橋さん、林さんお世話になりました。 

成瀬君・・・長期欠席お詫び。 

 

 

  計 ￥29，000-  累計￥832,270- 

親睦活動委員会メンバー親睦活動委員会メンバー親睦活動委員会メンバー親睦活動委員会メンバー    

とセンセーショナルなデビューを果たしています。その彼を

中心に、ピアノのソロ、ヴァイオリンの寺下真理子さんとの

デュオ、最後にチェリスト林さんと全員でメンデルスゾーン

のピアノトリオで華やかに初日の最後を飾ります。 

このコンサートの開演前に、和歌山ジュニア・アンサンブル

の子供達がロビーでお客様に歓迎の演奏を披露します。

今日は最後にこの和歌山ジュニア・アンサンブルのお話し

と演奏を聴いて頂いて終わりたいと思います。 

４年前に東京芸術大学が始めた「早期教育プロジェクト」の

サポートプログラムとして、「和歌山ジュニア・アンサンブル

講座」がスタートしました。 

もっと多くの人々に音楽の悦びに触れてほしい、と、こども

たちの夢や可能性と出会うために動き出した東京藝術大

学と和歌山県立図書館と和歌山の音楽ボランティアが手を

取り合い、日本の最高峰の音楽指導のもとに、和歌山の子

供達がアンサンブルのレッスンを３か月間無料で受けること

のできる夢のような講座で、そこで選抜された３人の受講生

達が今、一生懸命練習を重ねて、１０月４日のきのくに音楽

祭での演奏を心待ちにしています。将来的には受講生た

ち全員が参加できるステージも用意したいと考えていま

す。 

●最後に、まだこれから産声を上げようとしている、実績も

何もない音楽祭ですが、５年１０年と息の長いものにしてい

く為に、何より支援してくださる方々の声を大切に、地元の

皆様に愛される音楽祭に育ってほしいと願っています。そ

して、南ロータリーのみなさまにもお力になっていただき、

是非一緒にこの音楽祭を育てていただければこれ以上嬉

しいことはありません。 

宮下会員のお手伝いに

加藤先生（以前クラブ

で支援した菅田利佳さ

んのピアノの先生）に

お越し頂きました。 
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9999月月月月5555日日日日    歓歓歓歓    送送送送    迎迎迎迎    会会会会    ダイワロイネットホテルダイワロイネットホテルダイワロイネットホテルダイワロイネットホテル3F3F3F3Fサンクシェールサンクシェールサンクシェールサンクシェール    

宮本憲吾会員 佐藤則文会員 植田好紀会員 

歓歓歓歓    迎迎迎迎    会会会会    

送送送送    別別別別    会会会会    

窪田哲也会員 


