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　12 月 19 日、クリスマス家族例会を開催させて頂きま
した。来賓には平塚市落合市長をはじめ、（公社）平塚
青年会議所の常盤理事長と、数田次年度理事長、花田次
年度専務、平塚商工会議所青年部の二見会長、若狭専務、
平塚学園インターアクトクラブ顧問の内藤先生と２学年
生の田邉さん、内藤さん、青少年交換留学生の小川さん
とお母様、米山奨学生の丁煥哲君、そしてメンバー48名、
ご家族や友人が２７名と合計86名のご参加を頂きました。

　開会と同時にサンタクロースの姿となった清水会長の
「メリ－クリスマス！」の掛け声と共に親睦委員会メンバ
ーのトナカイと華やかに入場です。入場と共にオープニ
ングアトラクションのゴスペルグループ「ゴスペルクワ
イア　ワンキューブ」によるクリスマスソングメドレー
の華麗な歌声がスタートしました。清水会長は参加して
くれた子供達にクリスマスプレゼントを配りました。
親睦委員会メンバーの浅野会員と渡邊会員による総合司
会により開会となり、鳥山エレクトによる乾杯挨拶と共
に和やかにクリスマスパーティーは始まりです。

　メインアトラクションは「スパークリング・アンサン
ブル」による四重奏の演奏です。桐朋学園で出会ったメ
ンバーを中心に結成され、四重奏の名前は「はじける」「新
しく生まれる」という意味で名付けられたそうです。フ
ルート、クラリネット、ヴィオラ、チェロによるクリスマ

クリスマス家族例会
スソングの軽やかな演奏が会場を包み混みます。ヴィオ
ラ奏者は、一昨年も出演頂いた上野会員の奥様です。中
盤よりオープニングで登場を頂いた、ゴスペルチームと
のコラボが実現致しました。素晴らしい演奏と華麗な歌
声で会場全体が一気にクリスマスムードに包まれました。

　第二部は恒例のプレゼント交換となるビンゴ大会です。
今年もメンバーの皆様から大変多くのプレゼントの協賛
を頂き誠に有難う御座いました。ご協力に感謝致します。
ここでメイン司会から進行役
を、相山会員にマイクをお任
せ致しましたが、なんとも奇
抜な衣装にチェンジしていて
会場を爆笑の渦に巻き込み、
委員会メンバーも知らず大変
驚きました。驚きと爆笑の中、
今回のビンゴはロータリーメ
ンバービンゴです。プロジェ
クターに数字の代わりにメンバーの顔が映し出され、ビ
ンゴが進んでいきます。この仕掛けにはメンバーの皆様
からも驚きと賞賛を頂き大変楽しんで頂きました。参加
者全員が様々なプレゼントを持ち帰り大満足でした。
　
　楽しい時間はあっという間に過ぎ、フィナーレの「手
に手つないで」では再び「スパークリング・アンサンブ
ル」の皆さんの生演奏で会場全体に輪を作り合唱し、最

後の締めの挨拶を森幹事に頂きクリスマス家族会の閉
会となりました。最後に参加者全員で記念写真を撮り
終了となりました。メンバーの皆様の多くのご協力に
より無事に終えることが出来、心より感謝申し上げます。

参加者全員が世代を超え楽しい時間を過ごすことが出来
ました。有難う御座いました。

親睦委員会委員長　米山俊二
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入場を前にして、サンタ、トナカイになった会長、親睦委員 趣向を凝らしたロータリアンビンゴ

今年の名司会者、浅野会員、渡邉会員 小泉会員、升水富次郎を囲んだテーブル ご多忙の中、ご参加くださった落合市長を囲んで
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者全員が様々なプレゼントを持ち帰り大満足でした。
　
　楽しい時間はあっという間に過ぎ、フィナーレの「手
に手つないで」では再び「スパークリング・アンサンブ
ル」の皆さんの生演奏で会場全体に輪を作り合唱し、最

後の締めの挨拶を森幹事に頂きクリスマス家族会の閉
会となりました。最後に参加者全員で記念写真を撮り
終了となりました。メンバーの皆様の多くのご協力に
より無事に終えることが出来、心より感謝申し上げます。

2015 年 12 月、桐朋学園で出会ったメンバーを中心に結成。管楽
器、弦楽器に加え、和楽器など、従来にない編成でジャンルを超
えた楽曲を演奏。児童館や介護施設といった福祉施設や、地域の
親子向けコンサート、企業のパーティー等で幅広く演奏活動を行
っております。
【メンバー】
フルート　　：神　澪子（じん　みおこ）桐朋短大卒
クラリネット：加藤亜紀子（かとう　あきこ）桐朋学園大学卒
ヴィオラ　　：上野　恵（うえの　めぐみ）桐朋短大卒
チェロ　　　：安藤葉月（あんどう　はずき）昭和音大卒

ワンキューブとはOne Voice×One Heart×One Love＝Oneの３乗

結成18年目、2001年9月平塚市民アカデミー（初めてのゴスペル）
の受講生が立ち上げて以来、下は 10代から上は 60代と、年齢も
職業も様々なメンバー達が各種イベントの出演、単独ライブ、ボ
ランティア等、幅広く活動しています。

参加者全員が世代を超え楽しい時間を過ごすことが出来
ました。有難う御座いました。

親睦委員会委員長　米山俊二

ゴスペル「ゴスペルクワイア　ワンキューブ」のご紹介

器楽合奏団「スパークリング・アンサンブル」のご紹



クラブ会報委員会　◎ 瀬尾 光俊　○ 丸茂 淳　梅干野 修司　山口 紀之　渡邉 美和
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メークアップ（MUP)

本日のスマイル

ゲスト

ビジター

卓話・行事予定

市内例会変更

2名

19名

12名

25名

12月26日(木)
1月02日(木)
1月09日(木)

現在ございません。

委員会報告

休会
休会
ニューイヤーコンサート（夜間例会）

幹事報告

◎本日はクリスマス家族例会となります。
　多くの会員をはじめ、ゲスト、ご家族、ご友人の皆様のご
　参加ありがとうございます。

◎RI2780地区2022－23年度ガバナー・ノミニー確定宣言
　今回は2名の候補者推薦がありましたが、最終的に津久井
　中央ロータリークラブ　佐藤祐一郎（さとう　ゆういちろ
　う）会員がガバナー・ノミニーとして指名されました。

◎12月26日（木）～29日(日)までインターアクト海外研修会
　が台北で開催されます。
　平塚学園インターアクトクラブの学生2名が参加いたし
　ます。クラブより地区インターアクト委員の青山会員が同
　行されます。

〇プログラム委員会　三荒弘道委員長
　今年もこれで終わるわけですが、令和2年最初の例会で
すがニューイヤーコンサートとなります。皆様のテーブルに
ニューイヤーコンサートの出欠の表が出ておりますが、まだ
書いてない方は是非お書き下さい。各テーブルにございま
すので宜しくお願いします。ニューイヤーコンサート令和2年
1月9日でございます。18時より例会点鐘となります。こちらの
会場になりますので、新年最初の例会となりますので是非
とも皆様に来て頂きたいと思います。　平塚出身の今井亮
太郎さんボサノバのピアノの演奏をされます。こちらの方が
お見えになりましてニューイヤーコンサートを務めて頂き
ます。どうぞご参加を宜しくお願い致します。有難う御座い
ました。

長島誠人会員、常盤卓嗣会員

清水裕会長ご家族、嶋田会員ご家族、常盤会員ご友人、
福澤会員ご家族、平井会員ご家族、牧野会員ご家族、
山口会員ご家族

平塚市長
平塚商工会議所青年部会長
　　　〃　　　　　　専務
平塚青年会議理事長
　　　〃　　次年度理事長
　　　〃　次年度専務理事

平塚学園　IAC顧問
　　〃　　IAC会長
　　〃　　IAC幹事
20-21年度青少年交換留学生
　　　〃　　　　　  お母様
米山奨学生

落合克宏様
二見義和様
若狭裕樹様
常盤健嗣様
数田俊樹様
花田慎介様

内藤　誠先生
田邉　葵様
内藤美夏様
小川万裕様
小川千尋様
丁　煥哲様

◎次週12月26日（木）と来年1月02日（木）は定款により休会
　となります。
　来年は1月09日（木）ニューイヤーコンサートから始まり
　ます。時間は18：00～20：00までです。会場は当会場です。


