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２０１４－２０１５年度 (№２８）第２８０９回

本日の予定
学校法人創志学園 クラーク記念国際高
等学校 仙台キャンパス長 松木幸弘会員
「私の履歴書」

例会（平成２７年２月１２日）

今後の予定
2 月 22 日 職業奉仕委員会・社会奉仕委員会合同ｾﾐﾅｰ
2 月 23 日 ふくを腹一杯食べる会（広島）
2 月 26 日 夜間例会「千年の森＄100」
3 月 2 日 合同幹事会

次週の予定
年金の窓口株式会社 代表取締役
山下晴輝会員
「苦しい時こそ、社会貢献を！（45 歳か
らのチャレンジ）
」

出席率 会員数５２名
１月２２日 ７８．８５％
１月２９日 ７１．１５％
２月 ５日 ６９．２３％（２月１０日現在）

前回のゲスト（2 月 5 日）（敬称略）
バイオリニスト 佐藤実治
生田流箏曲師範 橘 寿好
米山記念奨学生 ヤスダニキビ・サマネ
青少年長期交換来日生 Larissa Lima Silva
常盤木学園高等学校 相澤果那
2 月８日に東京で開かれ
る「全国高校英語スピー
チコンテスト」（全国英
語教育研究団体連合会主

第６回米山功労賞

催）に、東北代表として

宮澤 雅隆 会員

出場します。

米山記念奨学会寄付
２月５日

宮澤 雅隆 会員

ロータリー財団寄付
２月５日

星

毅 会員

2015-2016 年度版ロータリー手帳
予約受付
締切２月２４日（火）
購入申し込みは事務局まで
（TEL２２３-３６５２）
1 冊 ６５０円
（５月下旬出来上がり予定）

前回のビジター（2 月 5 日）（敬称略）
なし
お誕生日おめでとうございます
２月１６日
高木 信三 会員
結婚記念日おめでとうございます
２月１２日
半澤 修司 会員
２月１５日
菅野 忠昭 会員

今年度ニコニコボックス状況
前回の合計額
今年度累計額

２４，０００円
１，１２９，１００円

先週の例会
バイオリンと箏の演奏
バイオリニスト

佐藤実治（ﾅｵﾊﾙ）様、生田流箏曲師範

～佐藤実治（ヴァイオリン、ドラム、パーカッショ
ン、作曲、編曲）～
宮城県出身。ヴァイオリン
を 21 歳より独学で再開し、
Monkey Majik の全国ツアー
に参加。タップダンサー熊谷
和徳と共演。ポカリスエット
の CM 曲のヴァイオリンを担
当。
Rake、パトリックヌジェ、あんべ光俊、熊谷育美
など多数のアーティストに携わる。
【主な番組出演】
・TV では NHK、TBS、宮城テレビ、仙台放送、ほ
か多数のラジオにも出演。
～橘寿好（箏・三味線）～
生田流宮城社師範。仙台
市出身。幼少の頃から母成
子に手ほどきを受け、ＮＨ
Ｋ邦楽技能者育成会 44 期
を卒業。古典から現代曲ま
で幅広い邦楽に取り組み、
ジャンルにとらわれない
様々なスタイルでの演奏に挑戦するとともに、若手
の育成にも力を入れている。

橘

寿好（ﾋｻｺ）様

この度は、琴とヴァイオリンの演奏にお運びいた
だきありがとうございました。さて、今回演奏いた
しました「春の海」はお正月の曲として有名です。
日本を代表する天才的作曲家、宮城道雄が、瀬戸内
の春 3 月頃の美しい情景を曲にしたものです。生後
200 日で視力をほぼ失い、8 歳で失明した宮城は驚
異的な想像力と豊かな感性を存分に発揮し、演奏と
作曲に活躍しました。この曲はフランス人ヴァイオ
リニスト、ルネ・シュメーが大変気に入って、尺八
の代わりに自分のヴァイオリンで演奏したいと依
頼して宮城と共演したことで、一躍有名となりまし
た。クラシック楽器の王様といえるヴァイオリンと
日本の伝統楽器のお琴との素晴らしいコラボレー
ションは当時の日本人の心にどのように響いたの
か、想像を超えた浪漫があったと思います。
私たちは昨年札幌に演奏旅行を行い、また市内
でも様々な会場で演奏を行ってご好評をいただ
いております。これからも日本の伝統楽器とヴァイ
オリンの音色のアンサンブルで邦楽の素晴らしさ
を広く皆様にお伝
えしたいと思って
おります。またどこ
かで皆様にお会い
できますことを楽
しみにいたしてお
ります。

第２回職場訪問報告
職業奉仕委員長

星

毅 会員

2 月 5 日第二回職場訪問を開催した。第一会場は地
下鉄東西線青葉通り一番町駅の視察。地下 3 階がホ
ームになっている。リニアモーターでの車両運行で
トンネルの断面積で 3～4 割小さいサイズのトンネ
ルで済むとの説明。また通常モーターでは登坂出来
ない坂もリニアで可能になるとの説明があった。会
員より色々な質問がありましたが丁寧にお答えい

ただき感謝いたします。第二会場は先日落成した国
際センターコンベンション棟です。これも地下鉄東
西線国際センター駅に隣接しており使い勝手のあ
る箱の印象がありました。どちらの会場も一時間ず
つの訪問でした。手配いただいた高橋会長に感謝い
たします。有り難うございました。

米山奨学生を囲む会・歓送会のご案内報告
幹事

山家 雪雄 会員

去る、2 月 7 日（土）16：00～18：30 於 江陽グ
ランドホテル仙台に於いて、
『国際ロータリー2520
地区米山記念奨学生歓送会及び囲む会』が開催され

ました。当クラブからは、米山記念奨学生「ヤスダ
ニキビ・サマネ」（東北大学医療学系博士課程）と
幹事山家（坂本委員長代理）の二人が出席しました。

（左：サマネさん 右：幹事（山家雪雄）
）

（前列左より 2 人目：サマネさん）

大須賀常三郎会員：2 月 1 日生まれの誕生を迎え記念の和菓子白松さんの名菓ご送付有難うございます。
おいしく頂戴いたしました。93 才の誕生日を迎えたのを期に、運転免許証を返納することを決意し、70
年に及ぶ運転を止めることを家族一同に申し出た処、喜んで居りましたが、残念で、どうしたら良いかと
思うことがたくさん出て来る昨今です。
坂本 正憲会員：東日本大震災に際して最大の義援金を寄せた台湾に感謝するため、返礼の創作音楽劇が
1 月 31 日に台北で上演。県会議員団に同行して台湾を訪問し、参観してきました。上演は大成功で感慨
無量でした。また、私の伯父の妻が台湾人であったので、親戚を訪れ、台湾に眠る伯父と親戚のお墓に久
し振りでお参りをし、亡くなった方々をしのんできました。
佐藤 三生会員：先日のＩＭでは皆さんのご協力をいただき、ありがとうございました。
松良 千廣会員：本日は生徒に修業の場を頂きまして有難うございます。意外と緊張するタイプなので助
かります。
星
毅会員：誕生祝ありがとうごさいます。
宮澤 雅隆会員：ＩＭ終り本当に役員の皆様御苦労様で御座いました。ニコニコです。

２月「世界理解月間」
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当クラブホームページリニューアルのお知らせ

http://sendai-src.com/
上記 URL からご覧ください！

