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第 3240 回

週報第 3240 号

対象者 62 名 出席者

64(62) 名

出席率

前々回 12 月 12 日 会員数 64 名

対象者 62 名 出席者

45(43) 名

出席率 70.31 %

日

例会日
会 場
事務局
連絡先

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）

100 %
MUP

3名

計

48 名

修正率

会員数 64 名

本

1 月 9日

幹事：森 誠司

75.00 %

ニューイヤーコンサート
新年明けましておめでとうございます。令和初めての
ニューイヤーコンサートは、
相山会員にご紹介頂き、生れも育ちもお住まいも平塚、
日本のブラジル音楽界に旋風を巻き起こしたブラジルピ
アノの第一人者・今井亮太郎さん、今井さんの長年のパー
トナーであるボォーカルとドラムのアレックスさん、ブ
ラジル音楽専門のベーシスト、大森輝作さんによるブラ
ジル音楽の piano Trio 演奏をお楽しみ頂きました。
鳥山会長エレクトによる乾杯の御発声の後、米山奨学
生の丁君も交え、各テーブル年末年始中のお話やら、色々
盛り上がって笑顔と笑い声が会場に溢れていました。そ
して、お食事も終えた頃からは陽気なブラジル音楽の世
界へ。。。時間も大幅延長して楽しませて頂きました。ア
ンコールで演奏された「空の色」は SCN のひらつか七夕
まつり特番に何年も使われていた曲でした。
今回はサプライズも多く、今井さんはホテルのピアノ
だけでなく予定には無かったご自身のハモンド・オルガ
ンもお持ち頂き、更に厚みのある愉しい演奏にして下さ
いました。アンコールでは 2 つ目のサプライズで、1 月
お誕生日の方、お一人お一人にバースデイソングでお祝
い！ 3 つ目のサプライズは何と、当日開演 30 分前に今井
さんから『なにか、ローターリーの歌が有れば演奏しま
しょうか？』とのお申し出を頂きまして、急遽その場で
自らネットで楽譜を探し出し、
『手に手つないで』を生演
奏して下さり、会を最後まで盛り上げて下さいました。

鳥山会長エレクトによる
コンサート開演の乾杯

ブラジル音楽のように陽気でリズミカルな一年になり
ますように〜プログラム委員会一同お祈り申し上げます。

ボサノバ・ピアノ奏者の ドラム奏者・ボーカルの 大森輝作(こうさく)様
Alexandra Ozaki様
今井亮太郎様

演奏終了後に女性会員より花束をプレゼント

【演奏曲目】
・限りなく青いブルー - Mais Que Azul - / Composed by Ryotaro Imai
・Batucada Surgiu - バトゥカーダ・スルジウ ・Garota de Ipanema - イパネマの娘 - / Words by Vinícius de Moraes /
Composed by Antônio Carlos Jobim
・愛は勝つ / Written by KAN
・星踊る夜に - Dança das Estrelas - / Composed by Ryotaro Imai
・青い瞳のアドリアーナ - Adriana - / Composed by Ryotaro Imai
・Mas Que Nada - マシュケナダ - / Written by Jorge Ben
・Ao Céu - 空へ - / Composed by Ryotaro Imai
En:
・空の色 - Cor do Céu - / Composed by Ryotaro Imai
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プロフィール

今井亮太郎様

ボサノバ・サンバのピアニスト。ハモンド・オルガン奏
者作曲家・編曲家・プロデューサーの顔を持ち、日本各
地のイベントやライブ、レコーディングに参加。テレビ
やラジオにも多数出演中。平塚からリオデジャネイロへ
渡り、本場のブラジル音楽を学ぶ。リオデジャネイロの
伝統的な奏法に地元・湘南の明るく自由な空気を掛け合
わせて独自のスタイルを築き上げており、ブラジルのト
ップミュージシャンからの信頼も厚い。2013 年『ピアノ・
サウダージ』でピアニストとしてメジャーデビュー。ピ
アノを楽しく鳴らしながら観衆の心をあたたかくつつみ
込むピースフルな演奏が人気を博している。2013 年、
2014 年と 2 年続けて地元・平塚市民センター大ホール
での 1,000 名動員のコンサートを成功させた。このコン
サートでは、収益の一部より平塚市の全小中学校に絵本
を寄贈している。また、横浜市立飯田北いちょう小学校
校歌の制作 ( 作詞・作曲 ) や、平塚市のプロモーション
映像の音楽を担当するなど、活動は多岐に渡っている。

大森輝作様

茨木県出身。１９９５年プロ活動開始。2004 〜 2005 年
NHK 教育テレビ『夢りんりん丸』にベースのお兄さん役
で出演。日本で数少ないブラジル音楽専門のベーシスト。
ベースを手にステージ上を縦横無尽に駆け廻るホットで
ファニーなパフォーマンスが人気。

“Alex” Alexandere

Ozaki

ブラジルサンパウロ出身。テレビ番組や CM で活躍中。
満面の笑みで繰り出す繊細で透明なグルーヴが魅力。
2013 年には自身のソロアルバム『pra voice』をリリー
ス。ドラムの他、
ヴォーカル＆ギターのソロ活動にも力を
入れている。

〇雑誌委員会 石井允三幸委員長
おめでとうございます。新年号の紹介です。今月は職業奉
仕月間なのでしょう。特集記事として横書き６P以降に、お二
方の「職業奉仕」についての考察が取り上げられています。
田中氏の学術的アプローチの考察と、一方小林氏のRI的解
釈とは別の概念としてとらえた「日本における職業奉仕」の
考察です。
アプローチと同様に相応に違いがあり、お二人と
もに確定した結論とはされていないように思いました。
時間もありませんので、一コンサルタントで経営者でない
私から説明することは、控えさせていただきます。ただ、職業
奉仕はロータリーの四大奉仕のひとつですから、十分に理
解されていない方もいらっしゃると思います、いい機会です
から一読されてはいかがでしょうか？
次に横書き３４P以降に地区大会略報もご覧いただけ
たらと思います。
〇プログラム委員会 三荒弘道委員長
皆様、明けましておめでとうございます。今年もどうぞ宜
しくお願い致します。
プログラム委員会からお知らせさせて
頂きます。本日ニューイヤーコンサート。
この後例会終わり
ましたら今井亮太郎様、平塚出身のピアノ、ボサノバを中心
に演奏される方で御座います。
これから楽しくニューイヤー
コンサートを迎えたいと思っております。
そして次週16日で
御座いますけれど、
相州長屋という飲食店を任されておられ
ます内田潤様をお招きして、鉄道の話をして頂きます。大変
鉄道に詳しいお方で御座います。平塚は駅が一つしかあり
ませんがそういう事も含めまして鉄道の話をして頂くことに
なっております。
その次の週23日は当クラブの常盤商工会議
所会頭です。今年は地区で米山の委員長を務めておられま
す。その米山のお話と商工会議所のお話を少し頂いて、卓
話のスピーカーとして務めて頂きます。そして最終30日は
新入会員記念卓話としまして、今回はJTBの長島会員にお話
して頂きますので、
どうぞお楽しみにして頂ければと思いま
す。一月の予定はこのようなところで御座います。
どうぞご
出席の程、宜しくお願い致します。有難う御座いました。
メークアップ（MUP)

3名

小林誠会員、三荒弘道会員、柳川正人会員

幹事報告
◎平塚商工会議所新年賀詞交歓会が1月7日に開催されま
した。
クラブから清水裕会長と森幹事が出席いたしました。
◎1月11日(土)14:30より青少年交換学生オリエンテーション
が開催されます。
クラブより柏手会員が出席されます。
◎2月8日(土)に開催されます第2780地区第8グループのIM
のご案内を本日、会員の皆様にメールまたはファックスで
お送りしております。
次週1月16日(木)の例会にIMキャラバン隊として、平塚北
RCの杉﨑AG、栗原幹樹（くりはら もとき）会長、新藤正樹
幹事が訪問されます。
詳細はその時に話されるかと思います。出欠の回答を次
週16日(木)までに事務局までお願い致します。
クラブ会報委員会

◎ 瀬尾 光俊

○ 丸茂 淳

本日のスマイル

30名

ゲスト

4名

ボサノバ ピアノ奏者
米山奨学生
ビジター

今井亮太郎様
Alexandra Ozaki様
大森輝作様
丁 煥哲様
0名

卓話・行事予定
1月16日(木) 相州長屋湘南平塚店 店長 内田潤様
IMキャラバン隊訪問
1月23日(木) 地区米山奨学会・米山学友会
委員長 常盤卓嗣会員
1月30日(木) 入会記念卓話 長島誠人会員
市内例会変更
梅干野 修司

山口 紀之

現在ございません。
渡邉 美和

