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第 1982 回（本年度 第 23 回） 例会 平成 25 年 12 月 11 日  晴 

 

●司会                須山 文夫 会員 

●点鐘               鈴木 昇二 会長 

●斉唱   四つのテスト  

     ♪ソングリーダー    増田 昌美 会員 

 

ゲスト紹介            鈴木 昇二 会長 

国際ロータリー第 2590 地区第 1Ｇ ガバナー補佐 

轟 淳次 様 

卓話講師 鳳笙雅楽研究会       岩波 滋 様 

 

 

来訪ロータリアンの紹介      水口 衛 委員長 

本日の来訪ロータリアンはございません。 

 

会長報告             鈴木 昇二 会長 

１、ＲＹＬＡ申込み期間延長とロータリアン参加のご案内 

２、米山功労者 遠藤・久保（博）会員 

３、2014-15 第一グループガバナー補佐 委嘱状の件 

４、ポールハリスソサエティ入会者募集のお知らせ 

５、野沢会員の病状報告 

６、理事会報告 

７、第 4 回日台ロータリー親善会議 

８、フィリピン中部地域大災害復旧支援義捐金の件 

９、ポールハリスフェローの件 

  細谷 重徳・石渡 利治・増田 昌美・白石 浩司・

小林 勇次 各会員 

10、地区からの委嘱状 次年度ガバナー補佐 中村 眞治 

会員 

 

幹事報告             清水 宏明 幹事 

１、ロータリーの友事務局から事業報告が届いています。 

２、R 青少年交換学生の嶋﨑君から定期レポートが届いて

います。 

３、他クラブの例会変更のお知らせを回覧します。 

 

出席報告          須山 文夫  出席委員長 

第 41期 

会 長 鈴木昇二 

副会長 牛山裕子 

幹 事 清水宏明 

ＳＡＡ 秦 琢二 

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０

  Tel.044-277-7569  Fax.044-288-8550 

URL http://kawasakidaishi-rc.com/   E-mail:daisi-rc@eagle.ocn.ne.jp 

 

 

例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館

 

http://kawasakidaishi-rc.com/
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会員数 対象者 出席 欠席

1982 回 56 45 30 15 66.67 ％

1980 回 55 44 26 18 59.09 ％

7 修正出席率 75.00 ％

出席率

前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

メークアップ 

林  鶴・嶋崎 嘉夫・中村 眞治・竹田 正和 

渡辺 冨士夫・飯塚 元明・沼田 直輝  各会員 

11 月ホームクラブ 100％ 

島岡 榮基。増田 昌美・清水 宏明・岩井 茂次 

鈴木 昇二・石渡 勝朗・牛山 裕子   各会員 

11 月出席順位 

250％ 鈴木 昇二・牛山 裕子 

225％ 増田 昌美 

200％ 竹中 裕彦・竹田 正和・横山 俊夫 

150％ 水口 衛・須山 文夫 

125％ 鈴木 幹久・中村 孝 各会員 

 

 

スマイルレポート(ニコニコボックス)岩井 茂次 会員 

第 1 グループガバナー補佐 轟 淳次 様 

お世話になります。次年度第 1 グループＡＧ中村眞治様に

敬意を表しに参りました。 

島岡 榮基 会員 

岩波先生の笙の音とご講演を拝聴できますので。 

細谷 重徳 会員 

今年最後の例会で、今年もお世話様になりました。来年も

宜しくご指導下さいませ。 

中村 眞治 会員 

永松さん、入会おめでとうございます。誕生祝を有難うご

ざいました。 

横山 俊夫 会員 

轟ガバナー補佐、ようこそ大師へ。13 日お世話になります。 

清水 宏明 幹事 

岩波様、卓話宜しくお願いします。 

牛山 裕子 副会長 

今年最後の通常例会です。皆様、お風邪など召しませぬよ

うに。次週の年忘れ家族会を楽しみに！ 

鈴木 昇二 会長 

①岩波滋様、ようこそお出で下さいました。卓話宜しくお

願いいたします。 

②早いもので今年もあとわずかです。会員の皆様には、年

末年始お体にご自愛下さいますようお願い致します。 

 

本日のニコニコのテーマ 

「岩波 滋 様、卓話宜しくお願い致します。」 

出井 宏樹、石渡 勝朗、宮沢 和徳、岩井 茂次、 

船山 昭三、増田 昌美、前田 良賢、鈴木 幹久、 

長島 亨、船木 幸雄、宮山 光男、寺尾 巌、 

矢野 清久、永松 慎太郎、竹中 裕彦  各会員 

 

委員会報告 

地区第１グループ次年度ガバナー補佐 中村 眞治会員 

12 月 6 日（金）ソシエ２１にて次年度ガバナー補佐研修

会が、地区役員も同席して開催されました。次年度への準

備と連携についてレクチャーがあり、次いで自己紹介と抱

負の発表があり、当クラブ草野球同好会の監督を務め全

国・神奈川・千葉大会を通じての親睦活 

述べさせて頂きました。 

年忘れ家族会委員会委員長     竹中 裕彦 会員 

来週の年忘れ家族会の最終ご案内です。素敵なプレゼント

を準備して、参加型の家族会を設定しておりますので、奮

ってご参加下さい。例会終了後、打ち合わせを行いますの

で委員会の方は、お残り下さい。 

ローターアクト委員長       飯塚 元明 会員 

本日ローターアクトの例会が産業振興会館で 19時 30分か

ら行われます。内容は、川崎ロータリークラブ安藤弁護士

の卓話です。初めての方も大歓迎です、多数のご参加をお

待ちしております。 

地区ライラ委員          須山 文夫 会員 

会長報告頂きましたように、今年度のライラ募集を 11 月

29 日締め切りから 12 月 13 日へ延長し、ロータリアンの

参加もＯＫとなりましたので皆様の参加をお待ちしてお

ります。 
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1 月 26 日 日台ロータリー親善会議 台湾 

1 月 29 日 例会 卓話 春日野部屋 春日野親方 

3 月 11 日 台北西門 RC 創立 37 年記念式典 

      17：30 シェラトン 台北ホテル 

 

社会奉仕委員長          岩井 茂次 会員 

1 月 4 日に恒例の献血活動を大師駅前にて行います。午

前・午後どちらかだけでも結構ですのでご協力をお願い致

します。 

 

卓話者の紹介           島岡 榮基 会員 

岩波 滋 様 

元宮内庁楽部主席楽長 

笙、左舞、古代歌謡、琵琶を修め重要無形文化財（総合指

定）保持者として承認を受ける。平成18年、定年により退

官後「鳳笙雅楽研究会」を主宰し笙の研究、紹介、演奏雅

楽の普及、指導に努めている。 

日本大学芸術学部非常勤講師。 

 

卓話 

「笙(しょう)を通して雅楽の魅力を知る」 

 

皆さんこんにちは。今日は笙の音から雅楽の魅力と素晴

らしさを知っていただきたいと思います。 

「笙の笛」は雅楽で使われる管楽器のひとつで別に「鳳笙」

という美名もあるようにとても姿の美しい楽器です。音色

は悠久の音、宇宙、純粋、超越した音、銀河の流れ、極楽

浄土の音、天空といったイメージです。 

「笙」の歴史は中国の殷（紀元前 1400 年～1122 年頃）の

時代に「和」と言われ用いられていました。日本に伝えら

れた「笙」の形になったのは漢の時代です。正倉院には今

の「笙」とほとんど変わらないものが残されています。 

笙、竿（大きな笙でオクターブ低い）その後変化し音色も

日本人の感性に合ったものになり平安時代に完成され今

に伝わっております。これは中国や朝鮮にもない日本独自

の文化となっています。 

笙の特徴は日本の楽器のうち唯一和音楽器で吹いても吸

っても音が出ます。旋律が下におり、和音が上にくる。西

洋音楽とは反対です。天の音（笙）地の音。天と地を結ぶ

音（笛）＝龍笛です。それでは「笙」の音を聞いてくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会 1 月 22 日（水） 

卓話 

プロバスケットチーム 

横浜ビーコルセアーズ 

：クラブ会報委員会： 

増田昌美／竹田正和／須山文夫／飯塚元明 

竹中裕彦／水口 衛／岩井茂次／中村 孝 
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