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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「我らの生業」

●ゲストの紹介

　　巽　樹理様

　　米山奨学生　マクドナルド　ミカエラ　マリ様

●ビジター紹介

　　大阪なにわＲＣ　田中　壽秋様

●出席報告

●ロータリーの友紹介　

　　クラブ広報委員会　吉本憲司委員

●米山奨学金贈呈

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事報告」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　　話

　　　「自ら限界を作らない～

　　　　　日本代表10年で学んだこと」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巽　樹理　様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

2/20　京都大学防災研究所教授　多々納裕一様

2/27　「eスポーツビジネス概要と将来性について」

　株式会社カプコン　取締役会長　辻本憲三様

　株式会社カプコン常務執行役員

　　　　　　　 　eSports統括本部長　荒木重則様

3/9（土）　IMロータリーデー

3/13　　八尾市教育委員会

3/20　「インターアクト活動報告」

　金光八尾高校インターアクトクラブ　前田裕子様

　1月26日に八尾商工会議所青年部の30周年記

念式典が開かれました。記念講演で日本体育大

学の清原伸彦先生が「集団行動」についてお話

しされていました。大変ユニークな活動で講演も

非常に素晴らしいと感銘を受けましたので、ご紹

介します。

　まずは集団行動を紹介する映像がありますの

で、ご覧ください。

　この活動は、東京・渋谷のスクランブル交差点

第2805回　例会　プログラム

国際ロータリー　テーマ

インスピレーションになろう
国際ロータリー 会長　バリー・ラシン

八尾ロータリークラブ　テーマ　　for the team　全てをクラブの為に　 会長　山本　勝彦

会　長　の　時　間



で誰一人ぶつからずにすれ違うのを見て発想し

たそうです。水族館でイワシの大群による複雑な

動きに興味を持ち、観察するため毎日通ったそ

うです。

　水球部で前人未到の連勝記録もお持ちで、人

間の可能性に挑戦されています。中には批判も

あったようですが、最後はご覧いただいたように

学生達も涙を流して喜んでいました。

　同じ内容を続けるのは一年が限界で、毎年メン

バーもメニューも変えるそうです。

　78歳ですが、かくしゃくとされていて、モットー

は健全な精神を養うための強靭な心、献身的な

心、道徳心をもった人格形成、苦しいときも常に

笑顔で、ということだそうです。

　この講演を聞き、何か我々が忘れていたことを

思い出させていただいたような気がしましたので、

皆さんにもご紹介いたしました。

▼2日に地区チーム研修セミナーが開催され、

小谷・相馬会員に参加いただきました。

▼16日に地区のロータリー財団補助金管理セミ

ナーが開かれ、笠井・飯田・北野・曽家・川田会

員に出席いただきます。

▼地区より、セクハラ予防のポスターが届いてお

ります。またセクハラの相談窓口も設置されてい

ます。

▼次年度・吉田　法功　幹事

　次年度のロータリー手帳をご希望の方は、回

覧しますのでお申し込みください。

「～伝統の継承～弦楽器の魅力」

▼プログラム委員会・田中　康正　委員長

　本日は、いつもの卓話とムードを変えて音楽をお

楽しみいただきたいと思います。皆さんの日頃の労

をねぎらう、八尾RCにふさわしいクオリティの高い

演奏をお聴きください。

　実は演奏者が山本（隆）

会員の義理のお姉様という

ことで、本日の卓話が実現

しました。どうぞごゆっくりお

楽しみくださいませ。

▼チェリスト・西川　彩乃　様、

　 ピアニスト・美越　希　様

　私たち２人は高校、大学の同級生で、音楽仲間

です。本日は短い時間ですが、演奏をお楽しみい

ただければ、と思います。

　それではまず、１曲お聴きください。

無伴奏チェロ組曲第1番プレリュード（バッハ作曲）

　ヨハン・セバスチャン・バッハは、今から約400年前

のドイツの作曲家です。ちなみに当時の日本は江

戸時代、徳川綱吉が生類憐みの令を出した頃です。

　チェロという楽器の大きさは約120cmあり、バイオリ

ンのだいたい2倍のサイズです。摩擦によって音を

出すので「擦弦楽器（さつげんがっき）」とも言われ

ています。

　またピアノは、アップライトとグランドピアノの２種類

を指します。どちらも構造や仕組みは同じです。鍵

盤楽器と言われますが、鍵盤をたたいて音を出す

ので、その意味では打楽器でもあります。

　チェロはもともと、胡弓などがあった中央アジアが

起源とされています。おそらくそこから流れてきたの

ではないかと言われています。これがヨーロッパに

入って進化して、18世紀後半に現在の形になりまし

た。

そ の 他 の 報 告

卓　　　話

幹　事　報　告



　下についている「エンドピン」は、昔はありません

でした。その頃はチェロの本体を膝に挟んで演奏し

ていたのですが、そうすると膝の筋肉がとても痛く

なったそうです。またオーケストラではたくさんの人

や楽器が登場し、音量が問題になることもあり、現

在のエンドピンが19世紀後半に一般化しました。

　チェロは３つの板で構成されており、中は空洞で

す。表は松の木、裏はメイプル、かえでの木です。

ともに１枚板なので、この楽器よりも大きい、つまりと

ても大きな木からとらなければなりません。そのため

もあって、弦楽器は高価なものになります。

　本日は実際に使う弦と弓をお持ちしました。回覧

しますので、ぜひご覧ください。弦は現代ではス

チールを使いますが、昔はガットと言われる羊の腸

を使用していました。また、ふだん使っている松ヤ

ニもお持ちしました。

　弓についてですが、やはり弓の違いで音色も違っ

てきます。これから10万円の弓と、150万円の弓で

演奏してみますので、どちらの音色か当ててみてく

ださい。

　正解は、最初に弾いた方が150万円の弓でした。

　後者は音が大きいのですが、前者の方がやわら

かい音色だったと思います。やわらかくふんわりし

た音が出る弓が、高価なことが多いです。

　弓の材質はブラジルでとれた木ですが、これは貴

重な木材で、ワシントン条約で輸出が禁止されてい

ます。非常に強く、しなりがあるのが特徴です。他

にも部品として金や象牙、とかげの皮などが使われ

ており、いろんな犠牲によってできています。

　続いて２曲、演奏をお聴きください。

愛の挨拶（エルガー作曲）

　これはエルガーが妻に贈った曲で、愛にあふれ

た曲です。２人は身分が違い、結婚を認めてもらえ

ず、駆け落ちしたというエピソードもあります。

川の流れのように

　皆さんご存知の、美空ひばりさんの曲です。リラッ

クスしてお聴きください。

　いかがでしたでしょうか。本日の演奏を通じて、

チェロの魅力を少しでも知っていただければ、うれ

しく思います。

▼山本会長　西川様、美越様、本日の演奏卓話、

よろしくお願い申し上げます。

▼稲田副会長　西川彩乃さん、美越希さん、本

日の卓話楽しみにしてます。よろしくお願いしま

す。

▼柏木副会長　西川様、美越様、本日の演奏よ

ニ　コ　ニ　コ　箱

日時２０１９年２月６日（水）

承認事項

1.議事録承認事項

2.会計報告

3.新年初例会収支報告の件

4. 春の親睦旅行の件

5. 駅貼りポスターの件

6.こども食堂の件

7.米山奨学生終了者歓送会の件

8. 米山感謝祭の件

9.ラグビーロータリーフレンドシップマッチ

協賛のお願いの件

10.新入会員選考委員会の件

11.事務局員3/9（土）IMの代休3/12（火）の件

理事会議事録



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 相馬　康人　　副委員長 ▼ 山本　隆一
委 　員 ▼ 吉本　憲司　　津田　伸一

■ 出席報告

月日

1/23

1/30

2/6

会員数

62

62

62

出席

47

48

44

うち出席規定
適用免除者

15

12

13

メーク
アップ

0

出席率

83.93％

90.57％

81.48％

確定
出席率

83.93％

ろしくお願いします。良い事が有ります様に！

▼澁谷幹事　飯田会員、㈱ライス創立10周年誠

におめでとうございます。これからも20年30年と

ガンバッテ下さい。在籍内祝い。

▼佐々木名誉会員　写真有難う。バッジ忘れ。

例会欠席お詫び。

▼佐野会員　居相さん、相馬さん、有難うござい

ました。バッジ忘れ反省。

▼居相会員　良い事が有りました。

▼中川（將）会員　年月を重ねて29年になりまし

た。在籍内祝い。

▼山本（昌）会員　立春ですが、世間ではA→B

にうつりますインフルエンザにご注意を！誕生内

祝い。

▼田中・幡田会員　西川彩乃先生、美越希先生、

本日の卓話、演奏よろしくお願いします。楽しみ

にしてます。

▼松井会員　バッジ忘れ。

▼長竹会員　山本会長、昨日はお世話になりま

した。在籍内祝い。

▼吉田会員　寒いですね。

▼野村会員　素晴らしい音楽を楽しみにしており

ます。

▼西村会員　稲田さん、当たり目を教えて下さ

い！ご夫人誕生日。

▼大槻会員　誕生内祝い。

▼福田会員　本日、演奏楽しみです。

▼山本（隆）会員　在籍内祝い。

▼藤田会員　いつもニコニコありがとうございま

す。皆様ボクシング参加お待ちしています。

▼友田会員　節分、立春とすぎ、多くの春が訪

れまよう。長竹さん焼イモとてもとてもおいしかっ

たです。

▼曽家会員　ご夫人誕生日。

▼竹中会員　先日、新婚旅行第一弾行ってきま

した。楽しかったです。誕生内祝い。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

今後の予定
月 火 水 木 金 土 日

理事会

地区チーム
研修セミナー

地区補助金
管理セミナー

月

平和と紛争予防／
紛争解決月間

月 火 水 木 金 土 日

理事会

移動例会

（例会→
　3/9に変更）

IM第4組
ロータリーデー

PETS（会長エレクト
研修セミナー）

水と衛生月間

月
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