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日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 51 名・免除者欠席 11 名・欠席 17 名・ビジター 1 名 ・出席率

64.56 ％

《３月 ６日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 65 名・免除者欠席 6 名・欠席 8 名・メークアップ 8 名・修正出席率 100.00 ％

卓
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『音楽と私』
平成音楽大学 講師
マリンバ・打楽器奏者
リーブルミュージック 副代表

山ヶ城陽子 様

本日は佐世保RCにおいて、卓話の機会をい
ただき、誠にありがとうございます。
私は現在、平成音楽大学講師、リーブルミ
ュージック副代表で、打楽器奏者として活動
しております。
父も母も小学校の教員をしており、両親の
転勤に伴って、幼少の頃より、3年に1度引っ
越しをする生活をしておりました。
幼稚園で開講されていたピアノ教室に入
り、転勤とともに教室を変えながら小学5年生
まで通いました。音楽は好きでしたが野山を
駆け回る事に夢中になっていた幼少時代でした。
島への転勤に伴い音楽から遠ざかっており
ましたが、高校に入学し、憧れのテニス部を
あきらめ、吹奏楽部に入部、打楽器を担当し
ました。この選択がなければ、今の私とは違
った別の人生を歩んでいたと思います。
看護師を目指しておりましたが、高校3年の
夏、「音楽大学でもっと勉強したい」と進路変
更し、音楽大学に入学する事ができました。
一般的に、大学は勉強したい分野の学部、
学科に入学し、そこから専門的に学んでいく
という感じのようですが、音楽は大学に入学
するまでに、ある程度の知識とスキルが必要
とされます。その為に皆さん小さい頃から勉
強に取り組んでおられますが、私は突如変更

しましたのでそれからがとても大変でした。
私が通いました大学は熊本の地方小規模大
学の為、東京ではありえないような沢山のチ
ャンスが巡ってきました。その運の良さや経
験が大きな力となり、現在まで続いております。
大学を卒業し、あてもないまま佐世保に移
り住み、音楽の仕事も全くなく（あるのは夢
と希望だけ）
、介護助手として正社員の仕事に
就きました。看護師を目指していたこともあ
って、とてもやりがいがあり、勉強になる毎
日でした。99％は音楽以外の仕事です。
3年目に入り、70％はバイトの生活でした
が、第1回目のリサイタルを開催しました。
4年目以降に音楽の殿堂『ニューヨーク・カ
ーネギーホール』での演奏の機会をいただ
き、この頃から、音楽の仕事も増えてきて、
多くのコンクールに挑戦し、数々の賞をいた
だきました。50％くらいのバイト生活になっ
ていましたが、ここでバイトを辞めて、音楽
の仕事だけの生活にチャレンジするという決
断をしました。
その後、仕事の種類も増え、多くの機会を
いただき、現在に至っています。
私の現在の仕事は大きく分けて、指導者・
演奏家としての活動があります。
仕事の流儀として、当たり前のことはより
丁寧に、人とは違うこと、私にしか出来ない
ことを見つけ、目指し、実行出来るように努
力しています。
依頼されれば、新しいことにも恐れず、ど
んなことにもチャレンジする。
人としてご縁を大切にし、志を高く持ち、
学びを実践に変え、ロータリアンの皆様のよ
うに社会貢献出来るよう精進してまいります。
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例会記録
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
◯卓話者
平成音楽大学 講師
マリンバ・打楽器奏者
リーブルミュージック 副代表
山ヶ城陽子 様
◯ビジター
佐世保南RC
太田 博道さん
（長崎県立大学学長）

会 長 挨 拶
会長 古賀
巖
本日の気温が20℃を超える
予報が出ており、いよいよ桜の
開花宣言が出されて春本番を迎
えそうです。
年度末が近づき、今年は異動
栄転による退会が例年にも増し
て多くなっています。
従来どおり、ほぼ後任の支店長さんの入会
はかないそうですが、一部会社の方針変更に
より後任が望めない会社もあるようです。ま
た、転勤がないいわゆる終身会員の入会が実
現するよう努力し、会員数の拡大をはかる必
要性を改めて感じております。
今月は年度末ですが、今週末3月23日㈯をも
って、92年間の佐世保市営バスとしての運行
が終了します。翌24日からは、西肥自動車に
路線を集約したうえで、一部をさせぼバスに
運行委託をするそうです。
1927年2月、西肥自動車から営業権の一部
を買収し、自動車運送事業の免許を取得した
ということですので、92年経って元に戻った
形になります。と言っても、当時とは運行本
数は比べものになりませんが…。
市バスカラーのバスもそのまま走るそうで
すが、今後は車両更新の際に、順次西肥バス
カラーになっていくそうです。また、佐世保
駅前の、西肥バスと市バスのバスセンターも
乗り場が大きく整理され、わかりやすくなる
と市役所のWebページに記載されていました。
ところで、市バス最終日の23日㈯は、市営
バスの路線に終日、全線運賃無料で乗れるそ
うです。
この機会に、普段なかなか乗る機会が少な
い市営バスに乗られてみてはいかがでしょうか。
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私自身も振り返ってみると、若い頃は市バ
スに乗っていましたが、最近では殆ど乗らな
くなっています。もう10年以上まったく乗っ
ていないような感じがします。
先週の例会でもお話ししましたが、来週25
日㈪ 午前9時30分に、ハワイ短期留学の学生
達14名が佐世保を出発いたします。最後の地
区大会記念事業ですので、ご都合のつかれる
方は、是非、旧花園中学校の九州文化学園小
中学校にお集まりください。
さて、本日の例会卓話はマリンバ奏者の
山ヶ城陽子さんです。
久しぶりの音楽家の方の卓話ですので楽し
みにしていました。30分ほどの短い時間です
が、よろしくお願いします。

幹 事 報 告
幹事 大久保利博
１．国際ロータリー日本事務局
松本英介さんにロータリー財団 マルチプル
･ポール･ハリス･フェロー認証ピン伝達
２．ロータリー米山記念奨学会
「ハイライトよねやま228号」
2019年3月13日㈬ 発行
３．地区ローターアクト委員会
委員長 西畑栄一郎さん
地区ローターアクト
代表 樋口 太助さん
ホスト 島原RAC 年次大会実行委員会
委員長 鐘ヶ江紗世さん
第2740地区ローターアクト第37回年次大会
仮登録のご案内
①開催日程・スケジュール
1日目／2019年6月8日㈯
14:30〜 登録受付開始
15:00〜 開会式
2日目／6月9日㈰
9:00〜 開場･登録受付開始
9:30〜 開会式
12:30 全日程終了予定
②開催場所／ホテル南風楼
③登録料／式典 2,000円
懇親会（レセプション）5,000円
宿泊 8,000円
2日目のみ参加 2,000円
仮登録締め切り／2019年4月12日㈮

４．地区ローターアクト委員会
委員長 西畑栄一郎さん
地区ローターアクト
代表 樋口 太助さん
長崎国際大学RAC
ローターアクト研修会実行委員会
委員長 木村 綾佑さん
地区行事「ローターアクト研修会」のご案内
日程／2019年4月14日㈰
会場／長崎国際大学
ホストクラブ／長崎国際大学RAC
登録締め切り／2019年4月6日㈯
登録料／RC 2,000円
５．北松浦RC 第50代会長 横尾 成人さん
創立50周年記念事業実行委員会
委員長 西田 耕也さん
創立50周年記念式典、祝賀会のお礼状が届
いております。
６．佐世保市内8RC親睦ゴルフ大会
実行委員長 村瀬公一郎さん
競技委員長 橋口
正さん
（ホスト 佐世保東RC）
①第47回 佐世保市内8RC 親睦ゴルフ大会
のご案内
日時／2019年5月26日㈰ 8:16
アウト、イン同時スタート
場所／佐 世保国際カントリー倶楽部
（口の尾町1589）
懇親会・成績発表及び表彰式／
2019年5月26日㈰ 18:30〜
グランドファーストイン佐世保
参加費・会員
（名誉会員とも）
／10,000円
プ レー費は別途各自お支払いく
ださい。
パーティーのみ参加／6,000円
締め切り日／2019年4月10日㈬
②親睦ゴルフ大会会長賞寄贈のお願い
金一万円のご協力をお願いします。

委員会報告
■親睦活動委員会
福田 金吾
観桜例会のご案内
日時／2019年4月3日㈬ 18:30〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス 12F

2週間後の4月3日㈬ は、恒例
の観桜例会となっております。
会場はホテルオークラJ Rハウ
ステンボスで、18時30分から
となっております。お間違いの
ないよう、ご出席のほどよろし
くお願いいたします。

朗遊会より
朗遊会 幹事 坂元
崇
第47回佐世保市内8RC
親睦ゴルフ大会のお知らせ
日時／2019年5月26日㈰
8:16〜スタート
場所／佐世保カントリー倶楽部
（三川内コース）
※佐 世保RCメンバーの皆様は、遅め
のスタートでお話をしております。
締め切り日／2019年4月10日㈬
佐世保RC事務局までご返信お願いいたします。
なお、夜には懇親会・表彰式を同日の18時
30分より、グランドファーストイン佐世保に
て開催しますので、こちらもご参加お待ちし
ております。

退 会 挨 拶
木下 貴夫さん
歴史と伝統ある佐世保RCで
活動させていただき、誠にあり
がとうございました。不安の
中、佐世保に着任しましたが、
可愛がっていただき、毎週が待
ち遠しい例会でした。「一期一
会」感謝です。みなさまの今後のご健勝とご
活躍を祈っております。ありがとうございま
した。
中嶋
徹さん
今回、広島 福山支社長にて
転出となります。2年間ありが
とうございました。九州・佐世
保は本当に良いところだと思っ
ております。次回は福山南RC
入会となります。後任は加入と
はなりませんが、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
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その他の報告
国際ロータリー日本事務局
松本英介さんへロータリー財団 マルチプ
ル・ポール・ハリス・フェロー認証・ピンを
伝達いたしました。

納所 佳民
今月、誕生祝いをいただきました。ありが
とうございました。
◇

ニコニコボックス

本日合計
累

慶

祝

10,000 円

計

806,000 円

【今週のランチ】洋食弁当
ボリュームたっぷりのお弁当でした。

永年会員表彰（報告のみ）
円田 三郎さん（53回）
山縣 義道さん（36回）
森
信正さん（35回）

2019年3月〜4月
＊例会卓話者予定＊

ニコニコボックス
親睦活動委員会 小村 英司
古賀
巖 会長、大久保利博 幹事
廣瀬 章博 副幹事、川添 秀則さん
小村 英司さん、福田 金治さん
安部 直樹さん、安部 雅隆さん
平成音楽大学講師 リーブルミュージック
副代表 山ヶ城陽子様の卓話に期待してニコニ
コします。
佐世保南RC 太田 博道さん
佐世保南RCの太田です。今月末に退会致し
ますので、最後のメークアップにお邪魔しま
した。28日午後5時から大学で「最終講義まが
い」をやります。お時間がおありでしたら、
いらしてください。

3月27日

九十九島水族館 海きらら
イルカの飼育担当者
佐藤 瞭一 様

4月３日

観桜例会

4月10日 NPO法人 平戸観光ウェルカムガイド
理事長

こ

て

だ よしお

籠手田惠夫 様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

例会未定
＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／4月9日㈫ 18:00〜
会場／長崎国際大学
＊西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊R ACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

（今週の担当：黒江
（カメラ担当：長浜

クラブ会報委員会
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委 員 長
副委員長

大神
黒江

吉史
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委

員

長浜
橋詰

陽介 ・ 萩原多恵士
文雄 ・ 安部 雅隆

章雄）
陽介）

