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第 190６回例会 201５年11月1７日（火）(天候) 晴れ №1８ 
点鐘 

開会 

国歌  

ロータリーソング「奉仕の理想」

ゲスト・スピーカー・ビジター紹介 

ゲスト 第一生命保険株式会社 西垣 賢一郎様 

スピーカー 財団学友 前川 朋子さん 

バナー交換 なし 

会食・懇談  

-会長報告- 理事会報告第5回理事役員会議事録

開催日  2015年 11月 10（火）     

開催場所 湘南クリスタルホテル 

議 長  小柴 智彦 会長 

議題 

1.クリスマス家族例会について     可決

日時 ２０１５年１２月１５日

場所 湘南クリスタルホテル 

会費 会員 6000円、友人家族5000円、 

子供は年齢関係なくお子様ランチ対応3000円、 

それ以上は家族扱い 

アトラクション 8万円予算＋ベリーダンスのダ

ンサー４名分の食事代、控え室（7,000円） 

今までつけていた2144円の飲み放題をやめて

乾杯の飲み物のほかはオーダー制とする。 

ビール、ウィスキーなど一杯710円 

・親睦旅行の会計報告 

48,000円を親睦から使いました。 

・新年会については来月の理事会にて審議予定 

2.新入会について           可決

竹澤禎浩様の入会・会務分担について 副 SAA 
内田翠様の入会・会務分担について 社会奉仕委員会

3.11月、インフルエンザ予防接種を例会後石神先

生に依頼する件          可決  

11月 17日、11月 24日 一回 3000円、例

会後に接種 

4.選考委員会について      可決 

 選考委員 直近４代会長 小柴会長、横田会員、

鈴木利雄会員、次年度幹事、会長エレクト 

 選考委員会 開催日時 １１月１６日

場所 於ひよく 

5上半期活動報告について    可決 

 ２月２日クラブフォーラム時に行う 

6その他            可決   

・社会奉仕委員会からの提案（梶浦委員長） 

うらと事業に対して78,000円の寄付を行う。 

・ラダックの請求書をクラブ宛に再発行してもら

い、それに基づき支払いを行う。    以上 

署名【理事会メンバー】 

小柴会長、村上幹事、田中繁会員、石田会員、林

会員、片岡会員、山口会員、土屋会員、本田会員、

横田会員 

-幹事報告- 

・本日例会後に、石神会員によるインフルエンザ

予防接種を行います。職業奉仕委員各位はお金、

領収書の授受を手伝ってください。摂取予定の会

員各位はおつりのないように、3000円のご用意

をお願いします。また石神会員が用意されている

問診表の記入をしていただく必要があるので、事

務局から受け取りあらかじめ記入をして下さい。 

・ソウル国際大会の最終申込書が届きました。申

し込みをしている会員は事務局より申込書を受け

取ってからお帰りください。締切は１１月中とな

っているので、各位必ず期限を遵守の上、申し込 

2015～2016

出席報告 

例会月日 総員（名） 出席（名） 欠席（名） 出席率（％） メークアップ（名） 修正出席率 

１０月２５日 ３6 (３６） ３６ ０ １００  １００ 

１１月１０日 ３6 (３５） ２８ ７ ８０.００   



を完了させてください。尚申し込んでいたけれどキ

ャンセルをされる場合も事務局にお知らせ下さい。 

・（再度の案内になります）地区主催の新会員の集

いの案内が届きました。開催日は、２０１６年２月

１２日（金）～１３日（土）（１泊２日）、場所は

箱根湯本ホテル。今年度は新会員の対象を入会歴を

5年としています。この集いの目的は 

①同じ立場の会員同士でロータリーへの疑問や不安

などを共有すること。 

② 他クラブの状況を知ることに依り、自クラブへ

の造詣がより深まるくこと。 

③ ガバナー、ガバナーエレクト、ガバナーノミニ

ー、ガバナーデジグネート、 

現次のガバナー補佐、地区研修委員といった錚錚た

るメンバーとマンツーマンで 

研修できること。 

④①～③によりロータリーへの関心が増すこと。 

です。ふるってご参加下さい。 

-特別挨拶・入会式- 内田 翠 会員

-会員＆配偶者誕生日

会員誕生日 なし 

配偶者誕生日 石神会員の奥様、 

れいこ様（11月 19日） 

-スマイル- 

【小柴 智彦 会長】 

先日の第３G 合同ボウリング大会で東ロータリーク

ラブは団体準優勝、女子の部では大坪さんが優勝で

した。内田さん入会おめでとうございます。西垣さ

んようこそ。 

【村上  進 幹事】 

第３G 合同ボウリング大会で準優勝、女子の部大坪

さん優勝おめでとうございます。 

【片岡 啓次 会員】 

先日のボウリング大会に参加された方々お疲れ様で

した。皆さん成績優秀でよかったですね！ 

【田中  繁 会員】 

ボーリング大会に出場の皆様お疲れ様でし

た。また素晴らしい成績おめでとうございま

した。 

【本田 昌子 会員】 

前川さん、お久しぶりですね。今日は我が家

に帰られたようでしょう。ごゆっくりなさい

ませ。 

西垣さん、内田さん、お仲間になって下さる

とのこと頼もしく嬉しく存じます。 

【横田 佳代子 会員】 

前川朋子さん、今日の卓話楽しみにしており

ます。内田翠さん、入会式おめでとうござい

ます。西垣賢一郎さん、ようこそおいで下さ

いました。 

【石田 能治 会員】 

先日、第３グループでボーリングに行ってき

ました。スコアはどうあれ楽しかったです。

準優勝でした。 

【林  葉之 会員】 

ボーリング大会、団体の準優勝おめでとうご

ざいます。女性の部、大坪会員優勝おめでと

うございます。藤沢東ロータリークラブの団

結力をみせることができたと思います。 

【水川 健太郎 会員】 

先日ボウリング大会に参加してまいりまし

た。おかげ様で東クラブは２位でした！あり

がとうございます。 

【大坪 加寿子 会員】 

第３グループの親睦ボウリング大会に参加し

ていただきました皆様、大いに盛り上げて頂

きありがとうございました。３０代から８０

代まで参加の明るく楽しい藤沢東クラブをア

ピールして準優勝でした。 

【和田 江理佳 会員】 

第３グループのボウリング大会、楽しくプレ

ーできました。ありがとうございました。

-卓話-「私の近年の活動を通して」 

財団学友 前川 朋子 様

財団学友 前川朋子と申します。９６-９７年

度、財団国際親善奨学生として、ドイツに留

学致しました。スポンサークラブはこちらの

藤沢東ロータリークラブでございました。本

日は懐かしい皆様にもお目にかかることがで

き、とても嬉しく思っております。 

さて、私が留学から帰ってもう１８年も経ち

ますが、ロータリー財団からドイツ留学とい

うきっかけを与えられたおかげで、いまもな

お声楽家として活動させていただいておりま

す。



私の声楽人生を通し、ヨーロッパで様々な良いご

縁や経験を得ましたが、その最初のきっかけをく

ださったロータリーに、感謝せずにはいられませ

ん。 

今日は自己紹介的になり、恐縮でございますが、

留学にいたるまでと、留学から帰ってきてからこ

れまでの私の足跡を、皆様にお話させていただき

たいと思います。 

私は幼稚園から高校まで、地元の湘南白百合学園

で学び、勉学や規律の厳しい校風の中、朝礼では

毎日カトリック聖歌を歌い、ミサの中ではグノー

やモーツァルトの合唱曲を、また中高６年間はコ

ーラス部の活動など、非常に音楽的な学校生活を

送りました。そして高校卒業後は、一番好きな声

楽の道に進むこととなり、国立音楽大学の声楽学

科に進学いたしました。 

それまでは漠然と、ミサ曲のソロやクラシックの

声楽曲を歌ってみたいと思っていましたが、大学

に入ってから、オペラという分野が声楽の勉強の

主たる分野であることがわかりました。基礎的な

発声からレッスンがはじまり、技術的なことを身

に付けるのは勿論、それまでの生活では乏しかっ

た表現力や人生経験などを、歌の勉強を通して養

うこととなりました。やっと大学を卒業するころ

になって、声を出すこと、歌うということはどう

いうことかわかりはじめ、西洋音楽を志す者とし

て、やはり本場で勉強をしたいと思い、二期会オ

ペラ研修所に在籍中、ロータリー財団国際親善奨

学生の試験に合格しドイツ・デトモルトに留学を

いたしました。 

ドイツ人のテノール、ヘルムート・クレッチマー

先生は、それまで私がまるでイメージのように漠

然ととらえていたような発声技術を、より緻密で

正確な、身体科学的アプローチで徹底的に訓練し

てくださいました。９８年に帰国後は、演奏活動

をはじめておりましたが、2003年からは思うと

ころあり、こんどはイタリアオペラの本場ミラノ

に渡り、コンクールを受けるなど、より実践的に

研鑽を積んでおりました。 

しかし先の見えない修行の時期であったとも言え

ます。 

2005年の帰国後は二つのオペラ団体、東京室内

歌劇場と、東京二期会に所属し、コンサートやオ

ペラで活動を始めました。なかでも東京室内歌劇

場の公演、シューマン作曲のオペラ「ゲノフェー

ファ」ではタイトルロールを務めさせていただき、

思い出深い経験となっております。また2012年

の二期会WEEK「白夜の国の歌曲たち～森の精霊

とともに」では、プロデュースと演奏を手がけ、

その後、フィンランド歌曲の演奏活動のスタート 

となる大きな節目となりました。2012年より、

長年叶えることができなかった、デジタル作編曲

の勉強を始め、2013年にはご縁をいただき、日

経CNBC、BSジャパンの番組オープニング曲を

制作する機会に恵まれました。曲はいずれも自分

自身の声楽レパートリー曲の現代風アレンジ曲。 

広く一般の皆様にもクラシック声楽曲を聴いて親

しんでいただきたいという気持ちから、手がけた

ものです。2014年には、フィンランド人ピアニ

ストの招聘により、フィンランドの町（エスポー、

ロッピ、ナッキラ）三箇所でソロコンサート、ま

た帰国後リサイタルをいたしました。今年５月は、

世界の平和的リーダーが集まる「富士宣言」のイ

ベントにて、テーマ曲「みんな輝くディバインス

パーク」を歌わせていただきました。シベリウス

生誕１５０年記念コンサート「古都鎌倉に響く北

欧フィンランドの調べ」の主催と出演、母校での

合唱コンクール審査員、そしてこの秋の、ヘ 

ルシンキでのジャパンウィーク公演・・・・と、

今年一年を振り返ると、フィールドは多岐に渡り、

少しずつですが、私のオリジナリティを活かした

活動が出来始めていることを感じます。 

芸術は、誰の心にも必要な栄養素だと思います。

より多くの人々に音楽で感動を伝えていける様、

これからも道を究めてまいりたいと思います。御

清聴ありがとうございました。 

☆前川朋子 Youtube チャンネル☆

www.youtube.com/tokioluna



財団学友 オペラ歌手 前川 朋子さん 最近の活動      

    「「富士宣言」のイベントにて、テーマ曲「みんな輝くディバインスパー」 

「シベリウス生誕１５０年記念コンサート 

「古都鎌倉に響く北欧フィンランドの調べ」の主催と出演」 


