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2012 年 6 月 14 日（木） 第２５３５回例会 天候：晴れ 司会：澤邑重夫副幹事 No. 44
＊＊＊茅ヶ崎ＲＣ会報は当クラブホームページ［http://www.chigasaki-rc.com］からもご覧頂けます

＝本日の例会行事＝
◇歌唱「我等の生業」「覇気あれ我がクラブ」

◇次年度ガバナー補佐挨拶 田中伸宜様（綾瀬ＲＣ）

◇会長挨拶

◇幹事報告

◇卓話 「山田耕筰と日本歌曲」 ゲストスピーカー 斉藤万里子様（斉藤会員御夫人）
◇茅ヶ崎ソフトボール協会より

◎ゲスト・ビジター紹介
田中伸宜様（綾瀬ＲＣ・次年度ガバナー補佐）
万里子様（ゲストスピーカー）

斉藤

伊藤倫子様（伊藤会員

ーグ茅ヶ崎大会における支援・協力への礼状
添付・・・第４５回女子ソフトボールリーグ 第２節茅ヶ崎大

ゲスト）

会開催要項

◎次年度ガバナー補佐挨拶

◇ハイライトよねやま １４７

田中伸宜様（綾瀬ＲＣ）

◎例会変更
☆茅ヶ崎湘南 ６/２７(水) １８：３０点鐘 茅ヶ崎館 （最終

で、そろそろ綾瀬からもガ

例会）

バナー補佐を出さなけれ

☆藤沢北

ばと言われ、それをクラブ

例会） ﾋﾞｼﾞﾀｰ費：10,000 円

前がやれ」ということにな
ってしまい、次年度第４グループのガバナー補佐を務
めさせて頂くこととなりました。入会してからまだ１６年で
ついこのあいだのように感じています。まだまだ経験が
浅いので、皆さんにいろいろと教わりながらやるようかと
思いますが、１年間よろしくお願い致します。
１９９６年４月 綾瀬ロータリークラブ入会
２０１０-２０１１年度 会長

２０１１-２０１２年度 地区職業奉仕委員会 委員
◎幹事報告
◇ガバナー事務所より

◇タウンニュース

会長時代に、会長・幹事会

に持ち帰ったら「じゃあお

２００６-２００７年度 幹事

日本女子ソフトボールリ

２０１３年に導入される

補助金に向けてクラブが準備をするために

６/２９(金) １８：３０点鐘 車屋 （夜間移動

＝赤とんぼ＝
１）夕焼小焼の、赤とんぼ
負われて見たのは、いつの日か
２）山の畑の、桑の実を
小籠に摘んだは、まぼろしか
３）十五で姐やは、嫁に行き
お里のたよりも、絶えはてた
４）夕焼小焼の、赤とんぼ
とまっているよ、竿の先
作詞：三木露風 作曲：山田耕筰
本日の卓話の冒頭で歌われた「赤とんぼ」
。山田耕筰により昭
和２年、茅ヶ崎にて作曲されたものです。赤とんぼの碑は、３
月２０日に中央公園で除幕式が行われました。

◎出席報告
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◎スマイル報告 横山 貢会員
田中伸宜様（綾瀬ＲＣ） 新年度よりお世話になります。
綾瀬ロータリークラブの田中です。どうぞよろしくお願い
致します。
横山宏実君 田中さん、斉藤さん奥様、伊藤さん奥様よう
こそいらっしゃいました。斉藤さん、卓話宜しくお願い致
します。
小林亨君＆出口敬純君 お客様ようこそ。田中次年度ガバ
ナー補佐、ようこそ！いつもお世話になっております。ま
た、次年度よろしくお願いします。伊藤さんご夫人・倫子
様ようこそ！斉藤ご夫人・万里子様、卓話よろしくお願い
いたします。
伊藤留治君 斉藤夫人にさそわれて家内が例会に出席さ
せて戴きました。
池上 實君 次年度ガバナー補佐・田中さんようこそ。お
久しぶりです。斉藤万里子さん、唄とピアノ楽しみです。
伊藤倫子さん、ようこそ。
田中賢三君① 倫理法人会で奥方を呼び捨てにするなと
云われ、あるキッカケの日からぼくは道子ちゃんと呼んで
いる。伊藤様、斉藤様はどう呼んでいらっしゃるでしょう
か。田中次年度Ｇ補佐ようこそ。
田中賢三君② 斉藤万里子様、本日の卓話、楽しみです。
よろしくお願いします。
程島利通君 斉藤万里子様、本日は卓話有難うございま
す。
小澤耕一君① 伊藤夫人、斉藤夫人ようこそ！
小澤耕一君② 田中ガバナー補佐ようこそ。宜しく御指導
下さい。
加藤 寛君 斉藤万里子様、卓話楽しみにしています。伊
藤倫子様ようこそ。次年度ガバナー補佐の田中さん、よろ
しく御指導の程。
平井 茂君 伊藤御夫人倫子様、斉藤御夫人万里子様よう
こそ。次年度ガバナー補佐・田中様よろしくお願いします。
加茂正司君 次年度ガバナー補佐・田中さん、いらっしゃ
いませ。伊藤倫子様、斉藤万里子様、ようこそ。万里子夫
人のスピーチを楽しみにしています。
下里洋一君 次年度ガバナー補佐の田中さんようこそ。よ
ろしくお願いします。斉藤万里子様、卓話楽しみです。伊
藤さんの奥様ようこそ。
斉藤信夫君 伊藤倫子様、本日はお忙しい中、ご臨席賜り、
誠にありがとうございます。
河本啓伸君 ゲストの皆様ようこそ。田中次年度ガバナー
補佐は幹事・会長で同期でしたが、いつのまにやら大出世
おめでとうございます。次年度よろしくお願いします。
和田幸男君 田中次年度ガバナー補佐、斉藤万里子様、伊
藤倫子様ようこそ。
杉本行廣君 久しぶりの大勢のお客様ようこそ。斉藤夫
人、卓話楽しみです。
岡本辰男君 早退させていただきます。斉藤さんのスピー
チ残念です。

修正出席率
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稲毛 隆君 田中さま、斉藤さま、伊藤さまようこそいら
っしゃいました。
岡田和弘君 ゲストスピーカー斉藤万里子様の美声を楽
しみにしています。ご主人も一緒におうたいになるのでし
ょうか？
横山 貢君 次年度ガバナー補佐・田中さんようこそ。斉
藤万里子様、卓話宜しくお願いします。伊藤倫子様ようこ
そ。［本日 21 件、32,000 円でした］
■卓話 山田耕筰と日本歌曲
ゲストスピーカー 斉藤万里子様
【歌唱された曲】
「赤とんぼ」
「この道」
（詞・北原白
秋、曲・山田耕筰）
「かやの木山の」
詞・白秋、曲・耕筰）
「浜辺の歌」
（作
詩：林古渓、作曲：成田為三）「悲
しくなった時は」（詞・寺山修司、
曲・中田喜直）
【卓話概要】
「赤とんぼ」を歌うと、三木露風が
子供の頃過ごした原風景が目に浮
かびます。それを引き出す山田耕筰
のメロディが素晴らしいのです。た
熱唱＆熱弁！
った８小節しかない小さな歌なの
ですが、いつ歌ってもどこで歌って
も詩の世界に誘われてゆくのは、や
はり名曲だからです。名曲は年をと
らない、色褪せることがない、と言
われます。私は歌うということを生
涯の目標としています。今日は山田
音楽を演奏する・歌うという視点か
らアカデミックにその魅力をお伝
えしようと思います。
山田耕筰は明治１９年生まれで、芸大（当時は東京音楽
学校。同級生に「早春賦」の作曲者・中田章がいる）の声
楽科を卒業後、ドイツに留学し、２８歳で帰国するまでに
ヨーロッパ音楽を嫌というほど学び、歌曲が国によって違
うのは国民性の違いだけでなく、国語の違いにあると断じ
ます。その結果、日本も旋律だけに頼るのではなく、日本
語の歌詞をつけた“日本歌曲”を生み出すべきであると考
えるに至りました。西洋音階はキリスト教会の音階から派
生したもので、と日本語のアクセントを合致させることは
難しいのですが、山田耕筰はそれを実現しました。これは
山田耕筰が取り組んだ画期的な音楽理論でした。それゆえ
山田作品は童謡であっても芸術性が高く、時代に迎合しな
い品位があるのです。時代の流行り廃れに敏感な小中学校
の音楽の教科書から、除かれることなく何年も載り続けて
いるのは、大正から昭和にかけて、作曲者は知らなくても
その歌は知っているという不朽の名作を数多く生み出した
からでしょう。「赤とんぼ」「待ちぼうけ」「この道」「から
たちの花」などは誰もが一度は口ずさんだことがあるはず
です。こんな作曲家は他に類を見ないのです。

