
　シンガーソングライター　ヤノ　ヨシヤ　様
★平塚ロータリークラブの皆様ありがとうございます！
明けましておめでとうございます！鳥海会長様をはじめ
とする、平塚ロータリークラブの皆様、本日は、ニュー
イヤーコンサートに、ヤノヨシヤをお招きいただき誠に
ありがとうございます。色々なご縁の中で、声をかけて
いただき、本当に感謝でございます。皆様の知っている
歌なども、歌いたいとも、思ったのですが、オリジナル
ソングで、一生懸命ライブをしている、普段の姿を見て
いただきたく、初めて聞く曲ばかりかもしれませんが、
一生懸命歌わせていただきます。
何とか、まだまだ道半ばではございますが、親愛なる素
敵なメンバーと、できうる限りのオトを皆様にお届けし
ます。
そして、お願いがございます。もし、少しでもご興味が
ございましたら、是非、２月８日　日曜日　茅ヶ崎市民
文化会館大ホールでの、コンサート、遊びにいらしてい
ただけたらと存じます。本当に大きなホールで…少し
困っておりますが、精一杯の気持ちをお届けできたらと
考えております。そうぞ、よろしくお願い申し上げます。

ヤノヨシヤ　

出演者紹介
◎ヤノヨシヤ　シンガーソングライター
茅ヶ崎市出身・在住。
ギター、キーボードによる弾き語りや、バンド編成でも
ライブ活動するシンガーソングライター。
2010 年ミニアルバム「キミガスキ」を発表して本格的
に活動開始
2011 年ミニアルバム「信じるままに」発表。
湘南エリアを中心に、都内などライブハウス、イベント
を中心に活躍中。
レディオ湘南（ＦＭ 83.1）にて毎週日曜日 19:00 ～
20:00「ヤノヨシヤ　オトでつながるキミとボク」パー
ソナリティー
2013 年 11 月茅ヶ崎市民文化会館にて 300 名集客の
ワンマンライブを行い、フルアルバム「100 年先には」
を発表。2013 年１１月　８曲入りフルアルバム「１００
年先には」発表
◎古澤　衛　　ギタリスト
平原綾香さん、藤井フミヤさんのコンサート・レコーディ
ングなどで活躍中。
レディオ湘南「ヤノヨシヤ　オトでつながるキミとボ
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乾杯　添田　郁会員 ヤノ　ヨシヤさんとバンドのメンバー 会長より花束贈呈 閉会ご挨拶　常盤会長エレクト

＜出席報告＞

出演者ご紹介

本　日  1月  8日 会員数  60名 対象者  56名 出席者  43(42)名 出席率  75.44％
前々回12月18日 会員数  60名 対象者  56名 出席者  43(40)名 出席率  72.88％ MUP  2名 計  45名 修正率  76.27％



ク」のテーマソングを含む昨年 11 月発売したＡＬＢＵ
Ｍ「100 年先には」のアレンジ、プロデュース。
◎関口源八 Percussion/Drums
絢香、織田哲郎、19、中澤裕子等のレコーディング、　
ライブサポート等で活動しているドラマー、パーカショ
ニスト。　座右の銘は「七転八起」。　寿司はマグロの
赤身、焼肉はハラミ、海は湘南をこよなく愛する。
◎永村かおる　Key/Cho
10 代のときにキャロルキング、ホイットニーヒュース
トンなどの影響を受け作詞作曲をはじめる。1997 年、
Monday 満ちるプロデュースによる、テレビ朝日系ア
ニメ「深海伝説マーメノイド」のエンディングテーマ

「Cover Me」を歌う。1998 年、ポリドールより「ラン
デブー」でメジャーデビュー（フジテレビ「人気者で行
こう」エンディングテーマ）その後、様々なアーティス
トのライブ（河村隆一、石井竜也、小柳ゆき etc）やレ
コーディング（河村隆一、小柳ゆき、松田聖子、林田健
二、藤澤ノリマサ etc）に参加。

プログラム
① Love and Pride                　 作詞・作曲　ヤノヨシヤ
②Ｗｉｎｔｅｒ　Ｍｅｌｏｄｙ　   作詞・作曲　ヤノヨシヤ
③ Happy Birthday                　作詞・作曲　ヤノヨシヤ
④オトでつながるキミとボク   作詞・作曲　ヤノヨシヤ
⑤ただ会いたくて　                 作詞・作曲　ヤノヨシヤ
⑥世界は終わらない　　    　  作詞・作曲　ヤノヨシヤ
⑦明日をつかめ　　　　　      作詞・作曲　ヤノヨシヤ
⑧１００年先には　　  　　　 作詞・作曲　ヤノヨシヤ

◎情報です！！！
◆ラジオ番組　レディオ湘南（ＦＭ８３．１）　　　
毎週日曜日　夜 19:00 ～ 20:00　生放送！

「ヤノヨシヤ　オトでつながるキミとボク」
インターネットサイマルラジオで聴けます！！！
レディオ湘南ＨＰご覧ください！！！
◆ライブ情報
◎２０１5 年 2 月 8 日（日）17：00 開演　茅ヶ崎市民
文化会館大ホール

「ヤノヨシヤ ライブ with Special Lovers in  Chigasaki 」
       　　　　　　　                   ～ Love and　Pride ～
ゲスト：永村かおる・辻村結實子・小川トオル・マリエ

リカ・SPROUT VOICES
詳細はヤノヨシヤ HP にて！
随時ライブ情報あり　ヤノヨシヤで検索　ＨＰを是非ご
覧ください！
ＦＢページあります！是非、リクエストお願いします！！
◆アルバム発売中
３rd　アルバム　「100 年先には」　    8 曲入り　￥２０００－
２nd    ミニアルバム「信じるままに」    6 曲入り　￥１５００－
１s t    ミニアルバム「キミがスキ」         4 曲入り　￥１２００－

＜幹事報告＞
◎ 2017-18 年度ガバナー・ノミニー確定宣言

2014 年 12 月 25 日午後 5 時をもって郵便投票を締
切り、2015 年 1 月 7 日午後 1 時から
開票致しました結果、有効投票の過半数獲得により、
次のとおり決定しました。
2017-18 年度ガバナー・ノミニー確定『相模原南ロー
タリークラブ　大谷新一郎会員』

◎ IA 一泊研修会ご参加のお願い
　日　程：２０１５年３月２８日 ( 土 ) ～２９日 ( 日 )
　場　所：厚木市立七沢自然ふれあいセンター

　　　　（厚木市七沢 2440　TEL：046-248-3500）
　集　合：２８日　小田急本厚木駅　
　　　　　９時３０分 ( 専用バスにて現地へ )
　入所式：２８日　１０時４０分予定
　解　散：２９日　１５時３０分予定
　　　　　（専用バスにて本厚木駅へ）
　費　用：インターアクター　1,000 円（宿泊、日帰り同額）
　　　　　顧問教諭・ロータリアン
　　　　　（宿　泊）6,000 円（食事４回、宿泊シーツ代、
　　　　　　　　　　　　　　専用バス代）
　　　　　（日帰り）3,000 円（昼食代、専用バス代）　
　持ち物：上履き（室内スニーカー）
　　　　　センター内は冷えますので、あたたかい服装
　　　　　でいらして下さい。

＜メークアップ＞　　　　　　２名
　　　　　　鳥山優子・杉山善弥　会員

＜本日のスマイル＞　　　　２８名

＜ゲスト＞　　　　　　　　　７名　
演奏メンバー：ヤノ　ヨシヤ（矢野嘉哉）様・古澤　衛様・
　　　　　　　関口源八様・永村かおる様
会員家族：西村寿子様
入会前ゲスト：葛西　敬様・米山俊二様

＜卓話・行事予定＞
１月２２日（木）　入会記念卓話　尾上達也会員
　　２９日（木）　プログラム委員会（卓話予定）
２月　４日（木）→７日（土）
　　　　　　　　　第８グループ I・M　13:30 ～
　　　　　ホテル・サンライフガーデン５F「江陽の間」
　　１２日（木）　プログラム委員会（卓話予定）
　　１９日（木）　プログラム委員会（卓話予定）

＜市内例会変更＞　　　　　現在ございません。

＜メ ー ク ア ッ プ＞

＜本日のスマイル＞

＜卓話・行事予定＞

＜市 内 例 会 変 更＞

＜幹事報告＞

＜ゲ 　 ス 　 ト＞

クラブ会報委員会　　◎日坂泰之　　○中村　豊　　杉山幹生　　西村裕子　　鈴木條一　　粟野　裕


