
■司　　会　ＳＡＡ　後藤　英則

■開会点鐘　会　長　市川　慎二

■斉　　唱　君が代、奉仕の理想

■出席報告

■本日の欠席者
齋藤、宋、須藤、滝澤、二宮 (麻 )

■他クラブ出席者
増田 (横浜田園 RC）、斎藤（横浜瀬谷 RC）

■ゲスト
朝倉　春菜様（元 R財団奨学生）

沈　　佳穎様（米山奨学生）

■ 11 月誕生記念祝

安藤　公一会員　　　　　11.4

青木　邦弘会員　　　　　11.21

本日の出席数        23 名

本日の出席率     82.14％ 修正出席率    　   100％

会員数　 　 　    31 名
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■会長報告
　皆様、こんにちは。早いもので 11 月となり、

朝晩の冷え込みが厳しくなってきました。

　今まで早く鳴いていた秋の虫、コオロギや

スズムシ、マツムシなどもずいぶんゆっくり

と鳴くようになってきました。変温動物の虫

たちは、気温が高いと早く鳴き音も高い声で

なきますが、寒くなるとゆっくりと低い声で

鳴くようになります。皆様も、虫の声に耳を

かたむけて、晩秋を感じられてみてはいかが

でしょうか。

　さて、11 月は、ロータリー財団月間となり

ます。ロータリー財団地区学友会会長の朝倉

春菜さんが卓話にきてくれました。太田会員、

朝倉さんより、財団などについてのフォーラ

ムになりますので、楽しみにしております。

　先日、希望ヶ丘中学校より職業体験に、当

園に 14 名の学生がこられ、子ども達の前に立

つ保育士の仕事とはどういうものか経験して

帰りました。また、その日は職業講話を学校

で行っていたそうですが、ロータリークラブ

で来年から、中学校にて職業講話をお願いで

きないかとの相談もありました。

　以前は、旭陵高校や旭高校で行っておりま

したが、地域の中学生を対象に青少年育成、

職業を通じた奉仕活動ができれば素晴らしい

ことだと思います。次年度、依頼があれば、

皆様のご協力をお願い致します。
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日時　12 月 15 日㈯午後６時～９時

場所　KKR ポートヒル横浜４階

　横浜市中区山下町 115

　みなとのみえる丘公園

  みなとみらい線本町中華街より徒歩 10 分

　電話　045-621-9684

会費　会員　　　　 10,000 円

　　　家族・友人　　8,000 円

　　　小学生　　　　3,000 円　幼児無料

*会費の集金は、ニコニコと一緒に

 当日行います。

参加 / 不参加を 11 月 21 日㈬までにお知らせ

ください。

　　　　 　連絡先　親睦委員長　北澤　正浩

　　　　　　　　　　　　　　090-7835-3033

■万騎が原公園通り名称変更について               
　    　　　　　　             二宮　　登

　                             兵藤　哲夫

　二俣川南口からこども自然公園までの間を

まきが原重忠通り ( 仮称 ) としたくて運動し

ています。万騎が原連合自治会の賛成を得て

ほっとしているところです。

　旭ロータリークラブでもこの運動に参加し

ていただき、応援して下さい。重忠通りの名

前をつけて地元の歴史を広く区民に知ってい

ただこうと思っています。

■沈さん、近況報告
    皆さん、こんにちは。今月の報告は、私の

卒論が書き終わりました！やっとです。内容

としては中国の大きなお墓についてです。文

献の翻訳がとても多くて、それと同時にバイ

ト先でも商業法律例の翻訳で、翻訳ばかりで

頭がおかしくなりそうでした。でも絶対に５

年生は嫌なので頑張りました。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

市川　慎二／①朝倉春菜さん、ようこそお越

し下さいました。太田会員、財団フォーラム

宜しくお願い致します。②吉原さん、句集あ

りがとうございます。

安藤　公一／①朝倉春菜さん、ようこそ。本

日の卓話宜しくお願いします。②誕生日のお

祝いを頂き、有難うございました。

吉原　則光／暖かい立冬との予報です。今年

もあと２ヶ月、平成の終焉近しです。②今回、

川柳句集にまとめましたので、目を通してい

ただければ幸いです。
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○地区関係　

　次週 11 月 14 日の例会は、11 月 10 日㈯の

地区大会への移動例会となります。

　地区大会では、17 時以降に、当クラブの活

動事例発表を、新川会員がこころよく引き受

けてくださりましたので、ぜひ、多くの方に

見て頂けたらと思います。また、青少年プロ

グラム紹介で 15 時頃に「R 財団学友会につい

て」として、本日お越しの朝倉春菜さんが登

壇します。どうしてもご都合のつかない方以

外は、当クラブ発表まで帰らないようにお願

いします。

○クラブ関係

１）吉原会員より、皆様へ川柳句集をいただ

きました。米寿の記念に制作されたとのこと

で 88 の句が掲載されております。

２）先月、安藤幹事よりお話があった通り、

障碍者支援及び例会費削減の為、月２回実施、

１回は障碍者が調理したパンの食事、１回は

お弁当の形で２ヶ月間ほど試行してみます。

　１回の食事代約３万円が、半分程度になる

見込みです。

３）12 月にはクリスマス例会が開催されます。

多くの方にご参加いただけるよう、お誘いで

きる方に前もって日程のお知らせをお願いし

ます。12 月 15 日㈯ KKR ポートヒル横浜にて、

18 時からとなります。

つきましては、増強委員会と選考委員会にて、

体験例会のファイルをもとにクリスマス例会

にお誘いする方を決めていただきたいと思い

ます。決まりましたらクラブより招待状を作

成し、紹介会員から手渡しか、郵送して参加

人数を増やし盛り上げ、増強への可能性にも

繋げましょう。

４）先日のひまわり学園への図書寄贈にあた

り、毎日新聞、タウンニュースに記事が掲載

されましたので、回覧致します。

■ 50 周年記念事業委員会　　　　青木　邦弘

○決定事項

来年８月８日　第１回委員会打ち合わせ

・ひまわり支援については、50 周年事業とし

て支援することとし、10 万円を拠出する。

以上により 10 万円分の教材を注文しました。

■親睦委員会　　　　                       北澤　正浩

○横浜旭ロータリークラブ

　クリスマス家族親睦会のご案内！
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岡田　清七／朝倉さん、卓話楽しみに聞かせ

ていただきます。

佐藤　利明／①吉原さん、川柳句集 ｢ まえや

ま ｣ ありがとうございます。②朝倉さん、卓

話よろしく。③後藤さん、目黒さん、法人会

入会ありがとうございました。

五十嵐　正／①吉原さん、米寿のお祝いの本

を有難うございます。一句づつ拝読させてい

ただきます。②朝倉さん、本日の卓話楽しみ

にしております。

増田嘉一郎／朝倉ロータリー財団学友会会長、

ようこそ。卓話を楽しみにしています。

田川　富男／朝倉学友会長ようこそ。卓話宜

しくお願い致します。

後藤　英則／朝倉さん、楽しい卓話、宜しく

お願いします。緊張しないでね！

太田　勝典／①今月はロータリー財団月間で

す。寄付の御協力をお願いします。②朝倉さん、

卓話よろしくお願いします。

大川　伸一／朝倉さん、ようこそ。卓話を楽

しみにしております。

新川　　尚／朝倉さん、ようこそ！美声を楽

しみにしています。

佐藤　真吾／①朝倉さん、ようこそ。卓話よ

ろしくお願いします。②沈さん、ようこそ。

③吉原さん、川柳句集ありがとうございます。

倉本　宏昭／①朝倉さん、ようこそ。今日の

卓話、太田さんより面白そうだから楽しみで

す。②沈さん、ようこそ。寒くなってきたか

ら風邪ひかないでね。

兵藤　哲夫／朝倉春菜さんをお迎えして。

二宮　　登／朝倉さん、本日の卓話楽しみに

しています。

青木　邦弘／誕生日祝いを頂き、ありがとう

ございます。

■卓話
○卓話者紹介 　  R 財団委員長　太田　勝典

　今月は R 財団月間です。例年ですと地区に

卓話をお願いしむずかしいお話を伺っており

ます。R 財団は組織も複雑で卓話を聞いても

楽しくはありません。今年は2015年〜16年度、

当クラブが受け入れした R 財団奨学生、朝倉

春菜さんにお願いしました。朝倉さんは東京

芸術大学音楽部及び同大学院修士科を卒業し

たオペラ歌手です。ソプラノ歌手としてウイー

ンに留学した時に、当クラブが推薦した R 財

団奨学生です。R 財団奨学生は昨年度も地区

からは３名しか選出されない芸術、学術部門

から選ばれた数少ない優秀な奨学生です。

　朝倉さんのお母さんは市川会長の幼稚園の

卒業生であり、現在も幼稚園のピアノの先生

をされているそうです。市川会長の年度に朝

倉さんの卓話を聞けるこれも何かの因縁で

しょう。

　朝倉さんはソプラノ歌手として忙しい毎日

をお過しですが、ロータリーにおいても今年

度から R 財団学友会長として活躍されていま

す。今日はウイーン在学中の思い出、学友会

のお話し又すばらしい声を聞かせて頂ければ

幸いです。朝倉さんよろしくお願いします。す。

○プロフィール

ソプラノ　朝倉　春菜（あさくらはるな）

　東京芸術大学音楽学部及び同大学大学院修

士課程音楽研究（オペラ）専攻修了。在学中

に安宅賞、卒業時に同声会賞受賞。「芸大メサ

イア」や芸大合唱定期「クリスマスオラトリオ」

にてソプラノソリストそして出演。第 22 回友

愛ドイツ歌曲コンクール第３位。在学中より

３年間ウィーンに留学。ルーマニア首都ブカ

レストのアテネウ音楽堂にて国立ジョルジュ・

エネスコ管弦楽団と共演。2015 年チェコで開

催された第 50 ドヴォルザーク国際声楽コン

クールにて、ファイナリストに選出される。

オペラでは「コジ・ファン・トゥッテ」デスピー

ナ役、「愛の妙薬」アディーナ、ジャンネッタ役、

「ドン・パスクアーレ」ノリーナ役、「リゴレッ

ト」ジルダ役(ハイライト)、「こうもり」アデー

レ役 (ハイライト )で出演。二期会会員。

2015-2016 年度ロータリー財団地区奨学生と

してウィーンに留学。

現在第 2590 地区学友会会長。
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■「ロータリーの奨学金留学を終えて」
　　　　　　　　　　　　　　　朝倉　春菜

　今月は財団月間ということなので、ロータ

リーとの関わりを通じて出会った経験や人々、

そしてまた、自身の留学経験や音楽活動のお

話をさせて頂けたらと思います。

　今帰国して早２年が過ぎました。改めて、

多くの方々に支えていただいた留学生活だっ

たのだと実感しております。

　奨学金には全国様々な奨学金制度がありま

すが、私も留学するときはたくさんの奨学金

制度を調べました。

　私がロータリー奨学金が他の奨学金と違う

と思うところは、その専門分野だけでなく、

もっと広い視野でその人の人生を支援しよう

としてくれるところなのではないかと思って

います。これは行く前には実は気づかなかっ

たことなのですが、だからこそ学友会という

組織があるのではないかと思っています。留

学後も成長させていただける機会や場所を頂

きながら学友会に参加させて頂き、今年度か

らは 2590 地区の学友会の代表をさせて頂いて

おります。

　ここからは留学中の写真や学友会活動の写

真をご紹介をさせて頂きたいと思います。

〜写真紹介〜

　音楽とロータリーは一見無関係に見えます

が、ロータリー活動での経験は意外と本業の

活動の思わぬところで役に立ってくることが

あります。実際舞台に出ていつも思うことは、

舞台は人間性がそのまま音楽や表現に表れる

ということです。だから音楽だけでなく色々

な経験を積むこと、多くの人の考えや価値観

に触れることは、舞台人としての自分にとっ

てとても大きいことだと思っています。

　私は小さい頃から人前で何かパフォーマン

スすることが好きでした。小さい頃わけもわ

からず出た子供の発表会などでも、リハーサ

ルと本番ではガラッと変わる周りの空気感や

舞台上の緊張感に、何かはよくわからないけ

どそのドキドキに魅せられていました。大人

になってプロになってからの方が、舞台の怖

さも知るし、時には逃げ出したくなるような

時もありますが、根本は、その時感じた舞台

が好きだという気持ちと、好きなことでお金

を頂けるということへの感謝の気持ちが、自

分を後押ししてくれている気がします。

　今日はこういう機会を頂きましたので、こ

こで少し歌を歌わせていただきたいと思いま

す。

〜歌〜

■次週の卓話
11/21 ㈬　北澤　正浩会員　　　　　　　　

　　　　　　　　　 週報担当　　倉本　宏昭


