第 1466 回例会

2017 年 5 月 30 日(火) 12：30 開会点鐘 ロータリーソング「手に手つないで」番伊にて

ゲスト

国際ソロプチミスト能登 会長 田中 美智子
『ソロプチミストの使命』
石川第 3 分区ガバナー補佐
」

第 1465 回例会(5/23)報告
進行：中越 SAA
◎開会点鐘
◎会長挨拶 戸田 会長
ゲストを紹介します。「俊友会」合唱団 団長 橋屋
愈様、石橋 良和様、岩本 健弘様、中村 務様です。
本日はおめでとうございます。
引き続き、ビジターを紹介します。第 2790 地区 成
田ＲＣ（2008～09 年度会長）喜久川 登様（職業分類；
不動産）です。遠いところからご苦労さまです。この
後、バナー交換を予定しております。
さて、今回はロータリー・アワード顕賞式ですが、
その経緯及び歴史を振り返りますと、第一回目は 1997
～98 年度 長坂会長の時に遡りまして、今回でちょう
ど 20 回目になります。顕賞とありますように、地域
社会に永きにわたってボランテイア活動や善行を続
けてこられた団体や個人をたたえて、広く世間に知ら
せることと、ロータリーの存在をアピールすることを
目的に制定されました。過去に一度だけ対象者がない
年度（2005～06 年度）がありましたが、これまで、
20 団体と 3 個人を顕賞させていただきました。今回
その対象となりました「俊友会」の皆様には、昨年 9
月 3 日の「七尾みなとＲＣ30 周年記念式典」の懇親
会のオープニングを飾っていただきました。大変感動
したことを覚えておりますと同時に素晴らしい開宴
でありました。本日は顕賞式の際に再び、歌声を聞け
ることを、楽しみにしております。
今日もたくさんの出席ありがとうございます。
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◎幹事報告 寺田 幹事
・七尾市国際交流協会総会(5/19)に姥浦昭二国際奉仕
委員出席
・七尾 6 クラブ親睦ゴルフコンペ案内(ﾎｽﾄ:中島 RC)
6 月 24 日(土)能登島 G&CC にて (会費 3,000 円)
(年度最後の他クラブとの交流です)
→ 回覧
◎バナー交換 成田 RC(2790 地区)の喜久川さんと交換
後、一言ご挨拶

◎次年度会員名簿のお願い 田中 次年度幹事
名簿の住所･肩書等の確認。変更の有無にかかわらず
事務局へ提出お願いします。 各自に別紙配布
◎出席報告 浜田 出席小委員長
会員総数 49 名(内、出席規定適用の免除者 4 名)出席者 32 名
ﾒｰｸ 5/19 次期石川第 3 分区会長幹事懇談会：多田、田中
◎西野二郎会員より、一言ごあいさつ
◎ニコニコ箱紹介
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クラブ協議会「次年度 事業計画案・予算案」
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戸田 一明
森 仁志
鳥畑 弘
寺田 彰
今井 富夫

戸田 俊友会の皆様おめでとうございます。今回は宜
しくお願いします。ビジターの喜久川様七尾を十分
楽しんで下さい。
中野 俊友会の皆さんようこそ！！すばらしい皆様
をアワード推薦させていただき光栄に思います。
長 俊友会の皆様、ようこそ七尾みなと RC へ。長年
の地域に根ざした活動、素晴らしい事だと思います。
中越 喜久川さん全国制覇ガンバって下さい、俊友会
さんご苦労さまです。
長田 暑い日が続きますがガンバリましょう。
桑原 夏日が続き今年の夏の暑さが思いやられます
ね。俊友会の皆様アワード懸賞おめでとうございま
す。成田 RC の喜久川様ようこそ七尾みなとへ例会
お楽しみ下さい。
木下敬夫、姥浦敏明、森、井田、西野、岡崎
俊友会の皆様今後の活躍期待します。
田中 毎日暑い日が続きますね、熱中症には気をつけ
て下さい。今日でやっと田植えが終りそうです。
5/23 日計

14, 000 円

累計 1,176,650 円

◎ロータリーアワード顕賞
○推薦の中野会員より、俊友会合唱団紹介
○顕賞式 戸田木下会長より、俊友会合唱の代表に
賞状と活動資金 5 万円を贈呈
○橋屋俊友会合唱団団長さんより挨拶と活動の報告
七尾みなと RC 様のアワード顕賞ありがとうござい
ました。 また、戸田会長様、推薦者の中野様から、
身に余る光栄なるお言葉でご紹介をいただきまして、
誠にありがとうございました。
私たちは平成７年に発足して今年で 22 年になりま
す。ここまで継続してこられましたのは、団員一同(27
名)楽しく歌うことを第一にやってきたからだと思い
ます。 合唱は腹から声を出して歌います。背筋を伸
ばし、胸を張って、横隔膜を押し下げ、腹を膨らまし、
空気を一杯に吸い込みます。それを腹筋を使って最後
の一息まで搾り出します。そのとき太ももに力をいれ、
尻の穴を閉じるようにしてすると、これが体にとても
いいのです。また、歌うとストレス発散になります。
そういうこともあって、楽しく続けることができるの
だと思います。
私達は年に一回のサンライフプラザでの定期演奏
会に向けて毎週集まって練習しています。演奏会が近
くになると週に何回も練習することもあります。 そ
れといいますのも、聞きにきてくださるお客様に精一
杯楽しんでもらうためです。 演歌や童謡、唱歌、ポ
ップスなど皆様おなじみの曲をハモッて歌います。大

道具や小道具、時には芝居つきで楽しんでもらったり
します。
こんな内容のポピュラーステージもあります。
また、ちょっと合唱っぽい歌（実は本格的な合唱曲）
を歌うステージもあります。
歌には歌詞があります。その歌詞の意味をいかに効
果的に皆様にお伝えするかが合唱です。 詩の伝えた
いことをメロディに載せハモリます、２拍子 3 拍子な
どという拍子があります、ブルースやロックなどのリ
ズムがあります。速さの変化、音の強弱、これらの変
化をつけて、最大限に詩の意味を伝えるのです。それ
をお客様にうまくお伝えすることができた時には、お
客様は陶酔し、感動してくださいます。
このように、できるだけたくさんのお客様に歌を楽
しんでいただきたい、歌を愛していただきたいと思っ
て歌っています。 自分たちの演奏会以外の演奏会に
出演したり、昨年の七尾みなとロータリー様の祝賀会
などの団体の式典、街づくりなどのイベント、そして、
福祉施設への訪問演奏会なども精力的に取り組んで
います。これからも地域の皆様に益々愛される合唱団
になりたいと頑張っています。
今回、
七尾みなと RC にアワード顕賞していただき、
心を新たに一層精進していく所存でございます。本日
は本当にありがとうございました。
○『いざたて戦人よ』『能登の夢』『その名は等伯』
の３曲をご披露していただきました。

◎閉会点鐘

〔週報担当：山本〕

←北國新聞
(2017.5.24)
北陸中日新聞→
(2017.5.24)

次週予告
６月 ６日（火）１２:３０開会点鐘 番伊
新会員卓話

佐味一郎 会員

今週の例会担当者： 木村、三井、永江
川島、岡崎、佐味一郎
(5/30)
次週の例会担当者： 辰田、中越、久保、
長坂、大森
(6/6)

