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週報第２５号令和５年２月２日発行 

横浜鶴見北ロータリークラブ 

 

【事務局】横浜市鶴見区佃野町 18-11 エトワール鶴見 303 号 

TEL 045-575-1821 FAX 045-575-1822 

Email ytnclub@gmail.com  

ＨＰ https://www.rotary-tsuruminorth.jp/ 

【例会】毎週木曜日 12：30 場所 新横浜グレイスホテル 

                                  

会長／石渡宏衛 副会長／赤塚一志 幹事／生方常明 

横浜鶴見北ロータリークラブ YOKOHＡMA TSURUMI NORTH 

２０２２年－２０２３年度 R．I．会長テーマ 

2022 年～2023 年度 会長ターゲット 

何事でも人々からして欲しいと望むことは、人々にもそのとおりにせよ 

今週の一枚 

mailto:ytnclub@gmail.com
https://www.rotary-tsuruminorth.jp/
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第 2346 回例会 

令和 5 年 1 月 26 日 
 

斉 唱 「手に手つないで」 

ゲスト 小澤 瑠衣様 

    脇谷 正二様 一川 勝佳使様 

 

 会長報告  

今週は色々とロータリー関係の行事があり

ました。1月 20日、先週の金曜日に創立 50周

年記念チャリティーコンサートについて、タウ

ンニュース社の取材を受け、本日タウンニュー

スに記事が出ておりました。また、FACE BOOK

にご案内を載せたところ、既に多くの方から参

加の申込みが来ております。 

22 日の日曜日、聖光学院で、インターアクト

の年次大会がありました。後ほど小笠原インタ

ーアクト委員長より詳細が報告されますが、大

会テーマは IMAGE OF FUTURE という事で、基調

講演としてリクルートのスタディサプリ教育

AI 研究所の小宮山様よりご講演をいただきま

した。インターアクターにとって将来を考える

とっても良い講演でしたし、我々ロータリアン

にとっても大変為になりました。昼食後、各イ

ンターアクトクラブの活動報告と、次年度の活

動計画について発表がありました。試験の関係

で聖ヨゼフ学園インターアクトクラブからは

高校 1年生が参加され、立派に活動報告をされ

ていました。年次大会には私の他に、簡会長エ

レクト、小笠原インターアクト委員長、松田さ

んが出席して下さいました。 

そして翌 23 日月曜日、簡会長エレクトと一

緒に東高等学校へ行き、生理用ナプキンの寄贈

を行いました。当クラブからの寄付金で、200

袋のナプキンを寄贈することができました。こ

れには横浜港北ロータリクラブの亀ヶ谷会長

にご協力をいただき、当日も亀ヶ谷会長がおい

でくださいました。東高等学校のサスティナブ

ル研究部の生徒さんにご説明をいただき、その

後、実際にナプキンが置いてある女子トイレを

見学させていただきました。さすがに我々はト

イレの中まで入ることはできませんでしたが、

その様子を撮影していただき、ご説明していた

だきました。今後もこの事業が継続できるよう、

お手伝いしていけたら良いと思います。 

24 日の火曜日には横浜北ロータリークラブ

の 2000 回記念例会が新横浜グレイスホテルで

あり生方幹事と一緒に参加してまいりました。

例会卓話には金メダリストで柔道オリンピッ

ク日本代表監督の鈴木桂治氏がお話しをして

くださいました。卓話の後には鈴木監督を投げ

るというパフォーマンスで大変盛り上がりま

した。とっても気さくな方で楽しい記念例会で

した。 

そして、本日は小澤瑠衣さんに卓話においで

いただきました。小澤さんのご略歴は後ほどご

紹介いたしますが、小澤さんは関東学院六浦小

学校から中学、高校を卒業されました。私も関

東学院六浦の中学、高校を卒業しており、小澤

さんは後輩にあたります。また、来月卓話をい

ただく予定の画家の熊谷直人さんも関東学院

六浦の出身ですし、更に 3月 24日に開催され

ます入会3年未満の会員を対象としたフレッシ

ュ交流会の講師である講談師の宝井琴鶴(たか

らい きんかく)さんも関東学院六浦小学校の

出身です。宝井さんにはいつか卓話をしていた

だこうと思っていたのですが、地区に先を越さ

れてしまいました。事務局の雨宮さんのお母様

やお兄様も関東学院六浦の出身ですし、第 4グ

ループの木元ガバナー補佐の息子さんも関東

学院六浦の出身だそうです。小澤さん、本日は

よろしくお願いします。 

 

 誕 生 祝  

小笠原 憲介 会員（１月６日）
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 創立記念日  

 

鈴木 元一郎 会員（１月１７日） 

 

 幹 事 報 告  

 

（1）例会時駐車場の再確認。タワー・建物隣

地・車道向かい側ピロティ・新幹線ガード下リ

パーク新横浜第１。 

（2）3月 24日に 3年会員交流会が開催される。 

（3）回覧の紹介。 

・50 周年事業フライヤーと『タウンニュース』

掲載の記事 

・会員名簿の確認 

・オクトン名刺の申込 

 

 委員会報告  

 

【加藤進会員】 

・聖ヨゼフ学園盲導犬訓練センター訪問と夢ひ

ろば中止の件 

・5/20(土)三ッ池公園フェスティバル開催 

【小笠原憲介会員】 

・IAC 年次大会の報告 

【簡伸治会員】 

・次年度報告 

 

 出 席 報 告  

 

会員総数  ３２名 

今回暫定  ２５／３２＝８３．３３％ 

前々回確定  ２７／３１＝８７．０９％ 

 

 

 

 

 ニコニコＢＯＸ  

 

（クラブ会員の為、敬称略） 

石渡 宏衛 小澤様、本日は卓話ありがとうご

ざいます。楽しみにしています。 

生方 常明 寒中見舞い申し上げます。横浜北

ＲＣ創立記念例会では、いつも武

道家の方にする質問ができまし

た。我が意を得たりというところ

でした。 

上村 政二 小笠原さん誕生日おめでとうご

ざいます。小澤さん本日ご苦労様

です。楽しみにしております。 

藤林 直美 牧井さん推薦者としまして、入会

記念日おめでとうございます。奥

様とも仲良くさせていただいて

まして有難うございます。 

長澤 尚明 小澤様、本日はありがとうござい

ます。「サックスホーンその魅力」

楽しみに拝聴させていただきま

す。一川さん本日はようこそ。 

堀野 弘樹 小笠原先生、誕生日おめでとうご

ざいます。小澤様本日は卓話あり

がとうございます。拝聴させてい

ただきます。 

松阪 脩平 小澤様、サックスホーンの良さ教

えてください。宜しくお願い致し

ます。 

鈴木元一郎 小澤様、本日はようこそおいで下

さいました。上澤さんお久しぶり

です。 

小笠原憲介 小澤様、本日は卓話ありがとうご

ざいます。拝聴いたします。また、

１月２２日にＩＡＣ年次大会に

参加しました。ご報告いたします。 

晝間  勝 小笠原さんお誕生日おめでとう

ございます。入会記念の皆様おめ

でとうございます。小澤さん卓話

ありがとうございます。 
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今井新一郎 小澤瑠衣様、卓話とても楽しみで

す。記念日の皆様おめでとうござ

います。大分寒くなりました。お

互いに気をつけましょう。 

上原 良廣 小澤様、今日は楽しみに拝聴いた

します。毎日寒いですね。この間、

雪が降らなくて良かったです。 

天野 直樹 小澤様、サックスの音色を聞かせ

ていただけるようで大変楽しみ

です。しっかり魅せられたいと思

います。皆様、新年の挨拶も出来

ぬまま寒中見舞いの季節になっ

てしまいました。夏から医療訴訟

で一万ページの資料と格闘して

おりました。1/20 にようやく納品

して新年がきた感じです。 

簡  伸治 本日ゲスト２名お越しいただき

ました。一川勝佳使様、脇谷正二

様宜しくお願い致します。サック

ス若い頃少しだけ習いました。楽

しみです。 

牧井 秀賢 最近YouTubeで京都の高校生のマ

ーチングバンドに大変興味を持

っています。本日はサックス楽し

みにしております。 

 

以下同内容の為お名前のみ（敬称略） 

上澤摩壽雄 渡辺直昭 仲亀晃央 合谷保爾 

赤塚一志 加藤進 田邉勝久 松田啓  

佐久間務 

  卓   話   

 

小澤 瑠衣様 

～プロフィール～ 

13 歳よりサクソフォンを始める。 

これまでに 2014年第 89回国際コンクール 

Léopold Bellan (Paris France)最優秀賞、同

年第 4回国際サクソフォンコンクール(Dreux 

France)第 2位、2011 年第 28回日本管打楽器コ

ンクールサクソフォン部門第 2 位入賞。 

第 82 回読売新人演奏会・第 9 回サクソフォー

ン協会新人演奏会に出演。2012 年洗足学園音楽

大学成績最優秀賞を受賞、並びにサクソフォー

ン科を首席で卒業。 

セルジーポントワーズ音楽院にて満場一致の

金賞・一等賞及び奨励賞を受賞。 

在仏中、アンサンブル団体 Saxo Voce としてフ

ランスを中心に RomainFOURNIER(saxophone)・

宮野志織(piano) と Trio "Airs"を結成。 

8重奏団体 Bouquet d'or メンバー。 

これまでにサクソフォンを宗貞啓二、ジャン-

イヴ フルモー 室内楽を池上政人、マリリーズ 

フルモーの各氏に師事。 

 

「サックスホーン その魅力」 

サクソフォンの歴史は吹奏楽の木管楽器と

金管楽器を繋ぐ楽器を創ろう事でベルギーの

小さな街ディナン市生まれのアドルフ サック

スさんにより 1846 年に作られました。 

クラシック サクソフォンというものは人の

声に近い音域と音色とされ、人々に寄り添える

楽器だと自負しております。 

サクソフォンの持つ声と私の持つ言葉を合

わせて音を紡いでゆく、そんな音楽家でありた

いと日々考えながら演奏しております。 

本日披露しました曲はアルト サクソフォン

でバッハ作曲、チェロ組曲 1番よりプレリュー

ド。そしてソプラノ サクソフォンでラフマニ

ノフのヴォカリーズでした。 

是非、コンサートにて演奏を聴いていただき

たいです！本日はありがとうございました。 

 

 


