
   ２０１１年１２月第１週号 

第２３３８回 
平成２３年１２月２日(金) 点鐘１２：３０〈曇り〉  

◆国歌斉唱      『君が代』 

◆ロータリーソング  『奉仕の理想』 

◆四つのテスト  ～言行はこれに照らしてから～ 

 

       １．真実か どうか       

２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めるか  

４．みんなのためになるか どうか 

 

◆お客様紹介 

・メゾ・ソプラノ歌手／中野 優子様 

・大滝 秀子様、川津 祐子様（小野成子会員友人） 

■ 会長挨拶及び報告        出井  清会長     

理事・役員会報告 

１．ロータリー財団地区補助金について 

地区からの補助金を利用させていただき、５０周年記

念事業の一環として、ひかり学園にテーブルを寄贈す

る。１６日、忘年家族例会にて目録を贈呈する。 

２．１/２０（金）、移動例会とする。（ＮＨＫ千葉放送局・新

社屋を見学） 

３．１/２７（金）、懇親夜例会は移動例会とする。（屋形船

にて例会） 

４．３/３０（金）、花見移動例会について 

  ホキ美術館を見学後、昭和の森で花見。チェルシー

コートおゆみ野ガーデンにて例会及び食事。 

５．職業分類変更について 

  江幡会員、承認される。 

６．新会員委員会所属ついて 

  大塚会員、親睦活動委員会とする。 

７．退会届について 

  本田会員、承認される。 

 

本年を振り返ってみますと、間違いなく歴史的な年で

あったと思います。先ず３月に起きた東日本大震災、そ

の後、アラブ、北アフリカでの人民蜂起クーデター、そし

てヨーロッパでのユーロ通貨危機、１０月に起きたタイで

の水害。昨年の今頃は、「来年こそは若干景気が回復し

ているかな」という想いがありましたが、また元に戻ってし

まったような気がします。災害、政情不安等歴史的な年

の会長ですが、あと半年間、精一杯務めますので、応援

宜しくお願い致します。 

ここで “なぞかけ” を一つご披露します。 

今年１年とかけまして、ゴルフのホールインワンをした時

と解きます。その心は・・・、パットしない。 

来年こそは、パーッと、パーッと行きたいものです！ 

 

■ 年次総会 （クラブ細則第４条第１節）                           

 次年度理事・役員は先月の理事会で承認済。 

 満場一致で承認される。 

 

■ 幹事報告               伊藤 和夫幹事   

◆12/10（土）、13：00～16：30 地区クラブ研修セミナー 

（千葉商工会議所ホール）開催。斎藤昌雄クラブ奉仕委員

長が出席。 

◆12/10（土）18：00 点鐘 千葉緑ＲＣ・忘年家族例会（三

井ガーデンホテル） 正副会長・幹事含む１１名が出席。 

◆12/16（金）18：00 点鐘 千葉南ＲＣ忘年家族例会 

◆ひかり学園保護者会より「バザー献品」のお礼が届い

ております。 

 

■ ニコニコボックス報告                   

◇出井 清会長・伊藤 和夫幹事 

メゾ・ソプラノ歌手・中野優子様、本日はようこそお出

で下さいました。午後のひとときの歌曲、楽しみにしてお

ります。宜しくお願い致します。 

◇小野 成子会員 

大滝秀子様、川津祐子様、お寒い中ご出席下さり、有

難うございます。愛弟子の中野優子さんの歌をお楽しみ

下さい。 

◇北原 俊彦会員 

去る１１月２３日、ひかり学園に対し、バザー提供品及

び米・野菜等のお買い上げにご協力下さいまして有難う

ございました。 

 

  

 

 

 

 

こころの中を見つめよう 

  博愛を広げるために 

 

国際ロータリー第２ ７ ９ ０ 地区 

千葉南ロータリークラブ週報 
ＴＨＥ  ＲＯＴＡＲＹ  ＣＬＵＢ  ＯＦ  ＣＨＩＢＡ ＳＯＵＴＨ 

創 立 １９６４年３月２日   例会日 毎金曜日１２時３０分    例会場  オークラ千葉ホテル 

会 長 出井  清       幹 事 伊藤 和夫          雑誌会報委員長 小林  透 

事務局  〒260-0027 千葉市中央区新田町１２-１ トーシン千葉ビル７階 （☎ ０４３-２４５-３２０４） 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 4,000 円 累計 325,976 円 

金の箱  200 円 累計 8,951 円 



■ １２月度誕生日祝・結婚記念日祝                   

【誕生日祝い】 

８日 斎藤 昌雄会員   １０日 向後 保雄会員 

２１日 北原 俊彦会員   ２１日 伊藤 和夫会員 

【結婚記念日祝い】 

  ７日 伊藤 和夫会員   １１日 村田 紀之会員 

 ２１日 植松 省自会員 

 

■ 出席報告 (会員数３９名)                      

 

出席者数３０ 欠席者数９ ﾋﾞｼﾞﾀｰ ３ 修正出席率 ８１．５８％ 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい 

 

 

 ♪♪ 歌曲で楽しむ午後のひととき  

 

 メゾ・ソプラノ歌手  中野 優子様  

 

≪紹介者：小野成子会員より≫ 

元たんぽぽ合唱団を主催されておりま

した大滝秀子さんと川津祐子さんは、

中野優子さんが３歳の頃から今日までどこまで成長され

たかをお聴きになりたいということでお見えになりました。

それでは、大滝さんより中野さんのご紹介をお願い致し

ます。 

≪大滝秀子さんより≫ 

皆様、こんにちは。 

本日は、中野優子をお呼びいただきまして有難うござ

います。優子さんは今、習志野市に住んでおります。３

歳から高校２年生まで「たんぽぽ児童合唱団」に所属し

ておりました。しかし、残念ながら昨年、少子化のために

児童合唱団を閉めてしまいました。 

 優子さんは３歳の時から児童合唱団に携わっていただ

き、老人ホームや病院、身体障害者の方々の施設を回

って頂いたりしました。いろいろな方に認めていただきま

して、東宮御所にもご招待いただいたこともあります。 

 どんな所でも心を籠めて歌えばみんなに通じるからと

いう教育をしてきました。本人は、とても努力家で武蔵野

音大を終え大学院に進みましていろんな有名な先生に

師事し、今、二期会の準会員として籍をおいております。

新国立劇場の合唱団にも所属しておりまして、今活躍中

です。千葉から、これから伸びて行く若い人達を応援し

て頂けると本当に嬉しく思います。 

オペラ、クリスマスソング、童謡などの歌を拝聴し、最

後に童謡「ふるさと」を皆で合唱しました。童心に返った

ような気がしました。 

 

 

ふるさと♪ 

兎追いしかの山 

小鮒釣りしかの川 

夢は今もめぐりて忘れがたき故郷 

 

如何にいます父母 

恙なしや友がき 

雨に風につけても思いいずる故郷 

 

こころざしをはたして 

いつの日にか帰らん 

山はあおき故郷水は清き故郷 

 

歌詞の意味 （インターネットより） 

ウサギを追いかけた、あの山 

フナを釣った、あの川 

今でも思い出される忘れる事のできない故郷 

お父さん、お母さん、どうしていますか 

友達は無地にすごしていますか 

雨が降っても、風が吹いても、故郷を思い出します。 

志を果たして(自分の夢をかなえて) 

いつかきっと帰りたい。 

木々の豊かな山のある故郷 

綺麗な水の流れる故郷    

オペラについて （ウィキペディアより抜粋）  

オペラは、舞台上で衣装を着けた出演者が演技を行

う点で演劇と共通しているが、台詞だけではなく、大半の

部分（特に役柄の感情表現）が歌手による歌唱で進めら

れることを特徴とする。歌手は器楽合奏により伴奏され

つつ歌い演じる。伴奏は、多くの場合交響楽団規模の

編成に及ぶ。 

日本の歴史では、明治時代に入り、1894 年 11 月 24

日に東京音楽学校（現在の東京芸術大学）奏楽堂で、

オーストリア＝ハンガリー大使館職員により『ファウスト』

第1幕が上演され、これが現在日本で行われているオペ

ラの原点となった。 

 

第２３３９回例会 

日時⇒  平成２３年１２月９日(金) 点鐘１２：３０ 

演題⇒  『漫画家から見た世間』 

卓話者⇒ 漫画家 さとう 有作様 

第２３４０回例会 

【忘年家族例会】           

日時⇒  平成２３年１２月１６日(金) 点鐘１８：００ 

会場⇒  オークラ千葉ホテル 

千葉ＲＣ 月 12/12・26 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 12/20・27 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 12/20・27 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 12/7・21・28 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 12/14・28 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 12/8・29 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 12/8・29 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 
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