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2014 年 12 月 11 日　第 2584 回 例会 
◇ 点　　鍾　12 時 30 分

◇ ロータリーソング『我らのなりわい』

◇ ゲスト・ビジター紹介

　　財団学友 　前川 朋子 様

　　　　　（1996 年ロータリー国際財団奨学生）

◇ 国際ロータリー会長

　　　　　ゲイリー C.K. ホアン（台北 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー

　　　　　渡辺　治夫（横須賀 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1グループ

　　　　　ガバナー補佐　鈴木　康仁

◇ 三浦ロータリークラブ

　　　　　　　　会　　長：鈴木　正孝

　　　　　　　　副 会 長：土田　成明

　　　　　　　　幹　　事：芹川　直行

◇ 公共イメージ委員会 

　　　　　　　　委 員 長：大石　精一

　　　　　　　　副委員長：木村　謙蔵

　　　　　　　　委　　員：長瀬　六朗

◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘

◇ 例会場　三浦商工会議所 3階ホール

　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎２丁目２２番 1６号

◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346

◇ website　http://www.miura-rc.jp

 会長報告　鈴木正孝会長

　皆様こんにちは、前回はガバナー
公式訪問で渡辺ガバナーにお出で頂
いてお話を頂きました。ガバナーが
来たら日頃の溜まっている不満を思
い切りぶつけてやろうと思っていた
メンバーは多かったようです。私も
交換学生の件や多すぎるセミナーな
どについて不満をぶつけようと、手
ぐすねを引いておりましたが、見事にかわされてしま
いました。質問する前にこちらが望む答えが用意され
ていました。多くのクラブがこの二つの件で困ってい
て、どこへ行っても議題に出たようです。今回のガバ
ナーのお話で次年度が少し安心して迎えられそうです。
　今日は素敵なゲストにお出で頂きました。元財団留
学生で声楽家の前川朋子さんです。前川さんは海外で
もご活躍されています。今日はどんなお話をして下さ
るか楽しみです。宜しくお願いします。
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 幹事報告　　
＊地区より　ガバナーより公式訪問を終えて
　　　2017-18 年度ガバナー・ノミニー選出について
　　　次年度役員の登録、行事等確認・連絡について
　　　ロータリー「１分間スピーチ」の応募要項について
　　　財団寄付・ﾛｰﾀﾘｰｶｰﾄﾞ申込み現況アンケート
＊週　報　横須賀ＲＣ，横須賀北ＲＣ，横須賀南西ＲＣ
＊会長宛　ボーイスカウト横須賀地区協議会
　　　　　賀詞交歓会案内
＊協賛願い　バギオ基金

　　　　　

前川朋子様

 出席報告　藍田 和男 会員　
・会員総数：26 名
　本日出席：14 名　欠席：12 名　出席率 53.84%
・MAKE UP　
　佐藤国彦、草野昌幸（SAA 会議）　鈴木康仁（AG 会議）
により、出席率は 65.38％となります

ニコニコ BOX 集計報告
 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 11,000 円    232,000 円 243,000 円
財      団 7,000 円    36,000 円 43,000 円
ポ  リ  オ 0 円    32,000 円 32,000 円
米　　山 2,000 円   29,500 円 31,500 円
周　　年 0 円   2,000 円 2,000 円
　 計 20,000 円   331,500 円 351,500 円

 ニコニコ BOX 報告　藍田 和雄 会員

・鈴木正孝　前川さん、ようこそ三浦へお出で下さいま
　した。卓話を楽しみにています。美声も聴かせていた
　だけますか？
・芹川直行　①前川さんようこそ。
　②本日は例会場での年内最終例会になります。
・松崎貞男　前川さん、遠路三浦までお越しいただき、
　ありがとうございます。卓話よろしくお願いします。
・高木　巌　財団学友の前川さん、ようこそおいでいた
　だきました。
・星野　雄　財団学友の前川さんようこそ。お話楽しみ
　にしています。
・鈴木康仁　先週の公式訪問ありがとうございました。
　ガバナーは、全クラブもう一周廻りたいと言ってい
　ます。財団学友の前川さん、卓話楽しみにしています。
・笠倉正弘　連欠してます。申し訳ありません。
・奥山浩司　前川さん、ようこそ例会に来ていただきあ
　りがとうございます。卓話楽しみにしています。
・菱沼国男　しばらく欠席していました。またよろしく
　お願いします。
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 卓　話　　前川 朋子 様　
私は９６－９７年度、財団親善国際

奨学生としてドイツ・デトモルトに

留学いたしました、前川朋子と申し

ます。専攻は声楽、スポンサークラ

ブは藤沢東ロータリークラブです。

ひとりの日本人として、又、音楽家

として、国際感覚とグローバルな音

楽性を養う最初のきっかけを与えて

いただいたのがロータリーでの留学でした。帰国してか

ら16年たちましたが、あらためましてそのことに心から

感謝しつつ、今日は簡単にこれまでの私の音楽活動など

を振り返り、写真をご覧いただきながら紹介してまいり

たいと思います。

1．ドイツ留学

新学期が始まる前に、日本、アメリカからの財団奨学生

がフランクフルトのゲーテインスティテュートにて語学

研修を受けました。希望に満ちた仲間との一カ月間集中

のドイツ語の勉強が、現在の私のドイツ語の基礎力となっ

ています。デトモルトはドイツの北西に位置する、人口

73000人の小都市。ドイツが小国分立していたころは、

小さいながらも芸術の薫り高い、リッペという国でした。

デトモルトではヘルムート・クレッチマー氏に師事しま

したが、音楽に対しての妥協のない、優しくも厳しい先

生でした。自分の声と真に向き合い、本場の言葉や自然、

人間に触れて、すべてを吸収した、とても貴重な時期でした。

2．帰国後の活動

その後2003～ 05年までイタリアで研鑚を積み、今日ま

で演奏活動を積極的に行ってまいりましたが、主要なも

のをご紹介させていただきたいと思います。2011年、東

京室内歌劇場公演にて、シューマン作曲の歌劇「ゲノ

フェーファ」で主役を歌わせていただきました。

山下和史指揮、演出はペーター・ゲスナーによる公演。

シューマンの音楽と、ドイツのメルヘンの世界が見事に

マッチしたオペラで、出演する機会に恵まれたことを大

変幸運に思っております。　2011年、2012年と東日本大

震災のチャリティーソロコンサートを企画しました。

2011年には日本赤十字社、2012年にはシャンテイ国際ボ

ランティア会に、会場費を除いた入場料全額を寄付しま

した。被災地のために自分にもなにかできないだろうか、

という切迫した気持ちを日本人の各々が抱いていたとき、

このコンサートを中心にして、ボランティアや観客の皆

様の気持ちがひとつに協調し、ありえないほどにスムー

ズに運営することができました。まるで神の力が働いた

かのようでしたが、人の心の力はこれほどまでに原動力

となるのだと実感する出来事でした。

2012年はフィンランドや北欧の歌曲を特集し、二期会Ｗ

ＥＥＫのコンサートで紹介、このプロジェクトではスカ

ンジナビアササカワ財団より、助成金をいただきました。

フィンランドの音楽は、シベリウスが有名ですが、他の

ヨーロッパの音楽よりも、日本人の心になじみやすい、

自然な音楽です。フィンランド人はヨーロッパの中の日

本人、などと呼ばれているように、メンタリティーの近

さを感じます。2014年はフィンランドの町、三カ所で演

奏するなど、音楽家としての幅を広げる経験をしてまい

ることができました。

3．その他の活動

演奏活動以外に、自宅と、六本木シンフォニーサロンで

声楽指導をしています。

又、ドイツ語を生かすことで、公私ともに芸術の都ウィー

ンとのつながりも深くなり、私の人生に欠かせない要素

となりました。

広く皆様に生のオペラの歌声を聴いていただきたいとい

う気持ちから、普段の演奏活動と別に、ステラヴォ―チェ

というグループを組み、パーティーやイベントなどでも

場に適した演奏を提供しています。テノールで同じ２７

８０地区の財団学友、志摩大喜さんもメンバーです。

ぜひ今後お声かけいただけましたら幸いに存じます。

4.まとめ

ロータリー財団奨学生として留学させていただき、私が

のちにクラシックの演奏家として必要とする体験や知識

を若いうちに吸収することができ、大きな足掛かりとな

りました。現在も２７８０地区の皆様に感謝しておりま

す。どうぞ今後もロータリー財団奨学金にご理解をいた

だければと思います。

＜プロフィール＞
国立音楽大学音楽部声楽科卒業。96 年ロータリー国際財
団奨学生として、デトモルト音楽大学に留学。
チェコ音楽コンクール入選。東京二期会、東京
室内歌劇場に所属し、幅広く演奏活動を行っている。
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ロータリー財団奨学生として留学させていただき、私が

のちにクラシックの演奏家として必要とする体験や知識

を若いうちに吸収することができ、大きな足掛かりとな

りました。現在も２７８０地区の皆様に感謝しておりま

す。どうぞ今後もロータリー財団奨学金にご理解をいた

だければと思います。

＜プロフィール＞
国立音楽大学音楽部声楽科卒業。96 年ロータリー国際財
団奨学生として、デトモルト音楽大学に留学。
チェコ音楽コンクール入選。東京二期会、東京
室内歌劇場に所属し、幅広く演奏活動を行っている。

2570-3


	2584-1
	2584-2

