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１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか
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幹事：森 誠司
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第 3232 回

週報第 3232 号

対象者 62 名 出席者

36(36) 名

出席率 58.06 %

前々回 10 月 24 日 会員数 64 名

対象者 62 名 出席者

42(40) 名

出席率 67.74 %

“音楽を楽しもう”

MUP

毎週木曜日 12:15〜13:30
グランドホテル神奈中 2F
平塚市松風町 2-10 平塚商工会議所内
0463-23-5955（事務局）

2名

計

44 名

修正率

日 11 月 14 日 会員数 64 名

本

例会日
会 場
事務局
連絡先

70.97 %

演奏：Chisa（Vocal）
＆横山ち帆 ( ピアノ演奏 ) 様

今回の夜間例会は、これまでとは趣向を変え、『音楽
を愉しみま SHOW』と題して森幹事ご推薦、ご紹介を頂
き、Chica 様と横山ち帆様にお願いをしてクラッシック
からジャズ、そして演歌まで、音楽を聴くだけでなく終
盤では皆さんと一緒に歌う事も愉しむ、というかたちに
させて頂き、更に通常例会では出来ない、お酒類も１コ
インで OK、リラックスして会話も弾まれる中、親睦も深
めて頂ければと企画させて頂きました。
当日は地区米山奨学・米山学友委員会の方々と奨学生
の皆さんの１５名を交えた例会となりました。始めは少
し緊張した面持ちだった奨学生の方々もご存じの歌が多
かった為か、皆さん口遊み、身体を動かし、途中で立ち
上がって踊り出すという展開に・・・笑顔を沢山見せて、
会員ともリラックスして例会後でも会話を弾ませて貰え
ましたこと、プログラム委員会としても嬉しく思いまし
た。
同時に普段から地区米山奨学・米山学友委員会の方々
が如何に奨学生に対して良くコミュニケーションを取り、
円滑な運営をして頂いているかを強く感じることが出来
ました。
プロフィール

☆Chisa（ Singer / PerformancArtist）

静岡県富士宮市出身。
日本大学芸術学部演劇学科演技
コース卒業。
10 代の頃、ニューヨークで観た
ミュージカルに衝撃を受け、大学
在学中、Jazz と Bossa Nova に魅
了される。大学卒業後ライブ活動
開始。
1st アルバム『Chasing The Sun』
2nd アルバム『Mama Said Swing!!!』をリリース。
ライブ活動と並行して、子ども向けパフォーマンスムー
ビー『Chisa ちゃんです！』を youtube にて発信中。子
供も大人も楽しめる、日本のちょっとお洒落な子供番組
をつくる目標に向かい邁進中。ライバルはセサミストリ
ート？！

平塚ロータリークラブ 週報 3232 号
☆横山ち帆（ピアニスト）

国立音楽大学を卒業。OMF 音楽
院講師と自宅教室 15 年目。楽し
い生徒に恵まれる。マルグリット、
フランスとの出会いをきっかけ
に 短期仏留学。生活の中にとけ
込んだ音楽環境に感激する。横
須賀米軍基地 O club ピア二スト
を 2 年つとめる。jazz を弾くよ
うになる。
本物をみたくなり N.Y. へ一人旅。ハーレムの人々や jazz
を楽しむ姿に感激する。帰国後 jazz live 開始。Bass 中村
新太郎との Duo や Drm Gerald Painia 氏を迎えての Trio
などを始め様々な演奏経験を積む。目標の 1000 回 Live
達成に向け、心の底から楽しむ jazz を探究中！東急リゾ
ートホテル演奏、アニヴェルセル豊洲にてブライダル演
奏、銀座 Amis Bar ではビブラホン阿見きよ子と血の通い
合う duo、関内 R's TRIBECA では solo&session やクラリ
ネット上田亜紀子との duo、La Maison にて ﬂ 岩上裕子
と duo などはじめ毎月出演中。北海道にて Music Room
を主催。好評継続中。
幹事報告
◎2020-21年度青少年交換学生の希望者が1名あり、当クラ
ブより推薦致しました。
選考試験の結果、次年度台湾派遣の地区候補者に決定
しました事をご報告致します。
お名前は小川万裕（おがわ まゆ）
さん高校1年生です。
◎上期情報集会開催のお知らせが各グループ幹事より皆様
に行っているかと思います。
お忙しいと思いますが万障お繰り合わせの上、
ご参加く
ださるようお願いいたします。
今回のテーマは「木曜どうでしょう？〜例会出席率と事業
参加率の向上〜」
です。
12月12日の例会で報告会を開催いたします。交流を兼ね
て楽しく活発なご意見が交わされることを期 待します。

◎来週の11月21日
（木）は企業訪問前に、通常例会場のグラ
ンドホテル神奈中、百合の間にて例会を行いますので、企
業訪問に参加されない会員も例会にご出席お願いいたし
ます。12:30点鐘となります。

委員会報告
・親睦委員会 米山俊二委員長・平井敬規副委員長
来月開催されますクリスマス家族会例会のインフォメー
ションをさせて頂きます。
では副委員長宜しくお願いします。
皆さんこんばんは親睦委員会副委員長の平井です。委員長
は家族がないという事で、家族例会のご案内を家族がある
私からご案内させて頂きます。12/19（木）17：30点鐘でまず
例会があります。
その後クリスマス家族会例会で18：00開始
であります。楽しい楽しい例会を親睦委員全員で企画してお
りますので、是非とも奥様などご家族でご参加頂きたいと思
います。あとクリスマス例会賞品協賛のお願いであります。
子供たちが喜ぶ、
また大人も喜ぶ賞品を是非たくさん持
ってきて頂ければと思います。
またFAXのほうで詳しくご案
内させて頂きますので宜しくお願い致します。では皆さん
クリスマス例会宜しくお願いします。
・職業奉仕委員会 清水雅広委員長
来週例会の後、1：15ころを目安としてこちらの神奈中を
出発して、企業訪問に参ります。
ご案内の通り国際フード製
菓専門学校を視察して、その後に横浜の山手でおいしいフ
レンチを食べましょうと。ただいま20名ちょっとのご参加で
若干名のゆとりがございます。
ファーストクラス、ビジネス
クラスを空けてお待ちしております。各テーブルにもう一度
回覧を回しておりますので追加記載、是非ともお待ちして
おりますので宜しくお願い致します。

◎11月15日
（金）公共イメージ・奉仕プロジェクト合同セミナ
ーが開催されます。
清水会長、森幹事、小林地区公共イメージ委員、柳川正人
国際奉仕委員長が出席されます。
◎11月16日
（土）第6回地区インターアクト委員会が開催され
ます。青山インターアクト委員長が出席されます。
◎12月7日
（土）に開催されます入会3年未満の会員対象の
「地区新会員の集い」に未回答の会員は出欠の回覧を回
しておりますので、
ご記入をお願いいたします。
◎先週もお願いいたしました、台風15号、19号の被害を受け
られた方に対しての義捐金のご協力を今週も引き続きお
願いいたします。
お一人1,500円以上の義捐金をお願い申し上げます。
義捐金箱を回しますので、
ご協力をお願いいたします。
クラブ会報委員会

◎ 瀬尾 光俊

○ 丸茂 淳

2名

メークアップ（MUP)
清水雅広会員、常盤卓嗣会員
本日のスマイル

11名と地区米山奨学・米山学友委員会の皆様
2名

ゲスト
Chisa ＆

横山ち帆

様
15名

ビジター

米山奨学・米山学友委員会委員の皆様
米山奨学生の皆様 4名

11名

卓話・行事予定
11月21日(木) 企業訪問
11月28日(木) 休会
市内例会変更
梅干野 修司

山口 紀之

国際フード製菓専門学校訪問
現在ございません。

渡邉 美和

