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2012 年 9 月 27 日（木） 第２５４９回例会 天候：晴れ 司会：横山貢副幹事 No. 12
＊＊＊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「手に手ついで」
「ふるさと」

◇会長挨拶

◇幹事報告

◇表彰 マルチプルポールハリスフェロー（５回目） 伊藤留治君
◇卓話 「琴の音に魅せられて」＜11 月 24 日芸道 60 年記念演奏会を控えて＞ 池上 實君
◎例会変更

◎幹事報告

☆藤沢北

１０/１９(金) ⇒ １０/２１(日) 地区大会に振替

＄＝８０円

☆藤沢北西

１０/１８(木) １２：００点鐘 少年の森清掃活動

◇ガバナー事務所より

の為

◇国際ロータリーより

１０月度ロータリーレートの通知 １

＊インターアクト年次大会登録の依頼

１０/２５(木) ⇒ １０/２１(日) 地区大会に振替

・テーマ：「わたし

たちは忘れない ～時をこえた支援～」

◎委員会報告

・１１／２５(日) １１：００～ ・レイウィル鎌倉 ４階ホール・３
階集会室 ・登録料：３，０００円

会員増強委員会［田中賢三会員］：２５日
に行われた会員増強委員会で話題に上

＊地区大会：表彰について（長寿会員）

対象者･･･昭

和２年１０月１９日以前に誕生の方

った方々の名簿を作成して、正式に勧誘
に行きましょう。

◇米山記念奨学会より

中国学友会総会（１０／２７開催

予定）開催延期の通知

添付：中国米山学友会会長・張

豪氏からお詫びのメッセージ
◇６ＲＣ親睦ゴルフ大会ホストクラブ（茅ヶ崎湘南ＲＣ）より
６ＲＣ親睦ゴルフ大会登録の依頼
・１１／１２(月) ・湘南カントリークラブ（乗用カート） ・競
技方法：新ペリア方式
・費用：２１，０００円（プレー費・昼食代・１ドリンク込み） ・
登録〆切：１０／１１(木)
◇平塚南ＲＣより

事務所移転の通知

９／２１より

平塚プレジール６階 ⇒ 平塚プレジール４階
（住所･電話番号等に変更なし）
◇社会福祉法人神奈川県共同募金会より
「赤い羽根共同募金」協力の依頼
◇タウンニュース
◎会報

着 綾瀬・秦野中・寒川

左）ポールハリスフェロー（５回目）表彰の
伊藤会員 右）上から委員会報告の田中会
員、会長代行（和田会長訪台のため）の斉藤
副会長、幹事代行（澤邑幹事訪台のため）の
横山貢副幹事

◎出席報告

梅田弘人会員
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回
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◎スマイル報告 平井 茂会員
伊藤留治君 マルチプルポールハリスフェローありがとう
ございます。
田中賢三君① 平井さんに敬意を表し、スマイルします。
一昨日は増強委員会お世話になりました。安倍晋三、新薬
のお陰で復活しました。なった以上は日本再生に期待した
いと思います。
田中賢三君② 池上先生、卓話楽しみにしております。
「友」
誌の候補として下さい。
山口利通君 池上先生の卓話、楽しみにしております。雨
季のカンボジアに行ってまいりました。
程島利通君 池上實さん、卓話有難うございます。
下里洋一君 例会でのクールビズ・アロハビズは今日で終
わりですね。池上さんの卓話、楽しみです。
加茂正司君 池上さんの卓話を楽しみにしています。
斉藤信夫君 池上先生、卓話楽しみです。
梅田弘人君 池上先生、卓話楽しみにしています。演奏会
のリハーサル、喜んでお手伝いさせて頂きます。
岡田和弘君 池上会員、卓話楽しみにしております。11 月
24 日がんばって下さい。
古知屋光洋君 池上さん、和楽の楽しいお話、楽しみです。
池上 實君 伊藤さん、５回目のポールハリスフェローお
目出とうございます。会長・幹事他５名の台湾訪問の留守
に、静かなスピーチを致します。
佐々木博君 欠席が続き、申し訳ありませんでした。伊藤
会員、マルチプルポールハリスフェローおめでとうござい
ます。池上先生、卓話よろしくお願い致します。
平井 茂君 池上さん、今日の卓話楽しみです。伊藤さん、
ポールハリスフェロー５回目、おめでとうございます。
［本日 14 件、21,000 円です］

卓話「琴の音に魅せられて」
池上 實君
＝卓話者プロフィール＝
いけがみまこと
1936 年 9 月 20 日生まれ 邦楽
池上實箏曲三絃教室箏曲三絃教授
1971 年入会 1985-1986 年度会長
現年度：クラブ研修リーダー

【卓話概要】
私が箏を始めたきっかけは、兄嫁が嫁入り道具として箏
を持ってきたことでした。ただ、兄嫁は“金比羅舟舟．．．”
のところしか演奏できなくて、ひどく勿体ないと思って、
私が節のわかる流行歌で、
「湯の町エレジー」なんかを聴き
覚えで弾いていました。ある時は学校の教頭先生でバイオ
リンを弾ける有名な先生が「池上、合奏しようぜ」と言っ
て訪ねて来られ、一所懸命編曲なんかもしましたが、勿論、
聞きかじりのニセモノで、こんなことをしていたのではお
筝に申し訳ないと思い、兵庫県の豊岡というところにいた
高校１年生の時に、学校の先生に相談したら、
「そういう独
特の感覚を持っているんだから、本式に習いなさい」と

修正出席率

８６．６７％

言われて、週に２回ずつ山陰線に乗って京都まで習いに行
くようになりました。それが昭和 28 年６月のことでした。
そのお筝の先生が若い頃に一度だけ宮城道雄という先生に
教わったことがあって、その人の音は京都では絶対に聴け
ない素晴らしいものだと、話だけは聞いていました。そし
て、その翌年の昭和 29 年の秋に、宮城道雄先生が大阪で演
奏会をされることになって、リハーサルから本番までの全
てを見せて頂くことになって、体の震えが止まらないほど
感動しました。
余談ですが、当時は天文学者になろうという気持ちもあ
ったのですが、学校の進路指導の先生に「数学が出来ない
のに、何が天文学者だ？」と言われ、音楽家、しかも和の
音楽の道へ進むことになりました。家族の影響は大きくて、
兄たちの影響でモーツァルトやシューベルトなどの音楽を
聴いて、最初はうるさいものだと思っていましたが、その
うち魅了されて、こんなに人の気持ちを魅了する音楽を作
る人たちは神様の心を持っている人だと思っていました。
そこに昭和 29 年秋、宮城道雄という方が大阪・産経ホール
で『日蓮』という、大合奏がうしろに入った邦楽の仏教オ
ラトリオを、しかもリハーサルから全部聴かせてくれるこ
とになって、師匠の手を取って高校の授業をサボッて行き
ました。150 人のコーラスと 40～50 人のお筝の演奏者と
いう大演奏会でした。
そして、どうしたものか、楽屋に入れてもらいました。
「池上くんは目が悪いわけではないね」私の顔を触って「健
康そうなほっぺたをしているね。おでこは広いね」、「何歳
になったね？」と。
「18 歳です」と答えると、
「いい歳だね。
いつでも東京へ出ていらっしゃい。私が直接教えてあげる
から」と仰ってくれました。そういう奇跡が起こって、京
都の片隅で古典音楽をやっているつもりだったのが、宮城
道雄に導かれて、高校３年の２月 11 日に上京して、卒業式
はお袋に出てもらいました。そこから 60 年間、私のお筝の
人生がずっと繋がっていきました。
体力の限界を悟っていますので、これが茅ヶ崎での最後
の演奏になるかもしれません。今度の演奏会では『日蓮』
という作品がどれほどすごいものかを皆さんに知ってもら
い、お聴き頂きたいと願っています。是非、お誘い合わせ
の上、お越し下さいませ。

卓話は当クラブホームページからお聴きになることが可能です

