
 

 

 

【点 鐘】                 碓井会長 

 

【例会場】          百合丘カントリー倶楽部 

 

【ソング】              山下 SAA委員長 

 ロータリーソング[四つのテスト] 

 

【ゲスト・ビジター紹介】          碓井会長 

 横浜あざみロータリークラブ 

   伊藤エイミーまどか様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【コミュニケーションタイム】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

【会長報告】               碓井会長 

1. 川崎市市民文化室より、ミューザ川崎  

リニューアル式典 の案内が届いています。 

   ４月１日㈪ 午後２時開演（１：３０開場） 

第一部 式典とコンサート   

第二部 第二部 コンサート   

※1/31までに返事 

2．神奈川 RCより卓話の案内が届いております。 

  2/4㈪ 12：30点鐘 ホテルキャメロットジャパン  

５階ジュビリーⅠ 

  卓話者：『日産自動車(株)ゼロエミッション本部企画 

グループ部長 牧野 英治氏 

 

【幹事報告】               志村会長 

１. 百合ヶ丘 RCより例会変更 

   2/12 ㈫➔2/13㈬の IMに振替 

２．川崎中 RCより 創立４０周年記念誌 が届いていま

す。 

３．川崎稲生 RCより例会変更 

2/15㈮➔2/13㈬IM参加 

2/22㈮ 夜間例会 点鐘 18：30 

４．川崎幸 RCより例会変更 

  2/15㈮➔2/13㈬ 移動例会（遊膳たつ吉）後 IM参加 

  3/29㈮ 休会 

【出席委員会】                梶委員長 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 993回 22 16 6 - 72.73％ 

第 992回 21 17 4 - 80.90％ 

第 981回 21 21 0  100％ 

 

 

 

 

 

 

第 993回 例会記録 平成 25年 1月 25日（金） S.A.A 委員長 山下 俊也 

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 

第 994回例会 2月 1日（金） 第 8回理事役員会 招聘卓話        

第 995回例会 2月 8日（金） 会員卓話                  

 

 

 

［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 5金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300or移動例会 

 

 

 

臼井会員が早野で昔から

作られている青大豆の種を

入手し、丹精込めて作られ

た青大豆で、納豆をカジノ

ヤさんで約 600作りまし

た。大粒納豆で糸引きもた

くさん、大変おいしい納豆

が出来ました。非売品です。 

会員みんなで味見し、お

いしいと大好評でした。 

  

 



 

【ニコニコ委員会】              親松委員 

  第 993回（件

数） 

  合 計 

ニコニコ    14件 ￥ 14,000 

●お客様 

 横浜あざみ RC 伊藤エイミーまどか様【入会 1年の新

人ピアニストの伊藤エイミーまどかともうします。ドイ

ツでピアノマイスターの資格を取った主人と青葉区で

ピアノ店を経営しております。戦前のピアノや 10世紀

のピアノ等を修復しています。本日は宜しくお願いしま

す。】 

●当クラブ 

◇碓井会長【伊藤エイミーまどか様ようこそいらっしゃ

いました。来月の IM出席宜しくおねがいします。】 

◇志村幹事【同上】 

◇長瀬会員【ナタリーが 3/29(金)に両親と家族で来日

します。】 

◇臼井会員◇梅澤会員◇尾作弘会員◇親松会員 

◇梶会員◇鈴木昭弘会員◇鈴木憲治会員 

◇鈴木眞一会員◇鈴木豊成会員 

◇森会員 

    以上、ご協力ありがとうございます。 

 

【職業奉仕委員会】            親松委員長 

職場訪問は 2月 22日(金) 清水市のキスコフーズに決

まりました。詳細は後日に配布します。 

 

【プログラム委員会】           尾作弘委員長 

2月 1日  招聘卓話 多摩 RC 関山様 

2月 8日   会員卓話 

2月 15日  休会(IMと振替)  

2月 22日  職場訪問 清水市キスコフーズ 

 

【会員卓話】              鈴木昭弘会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９７０年（昭和４５年）１月２６日生まれで、明日４３

歳の誕生日を迎えます。家業はご先祖様より受け継がれま

した土地と建物を管理しております。また、父から会社を

引き継ぐ前から勤務しておりました、大和市にあります記 

 

 

憶メディア金型をメインに扱っております会社の経理業

務を週２回ほどのペースで行っております。地元柿生の小

中学校を卒業したのち、世田谷にあります東京農業大学第

一高等学校に入学。併設の東京農業大学短期大学栄養科を

中退したのち、町田経理専門学校で簿記や税法、計算実務

等を学びました。 

その際、日本商工会議所主催の簿記検定２級に合格、全国

経理学校協会の簿記能力試験１級を取得しました。また、

卒業の際には日本経理実務士会から経理実務士の認定を

受けております。本クラブのほかに、川崎西法人会柿生ブ

ロック幹事及び青年部会幹事、麻生警察署少年補導員など

の活動もさせていただいております。 

また入会の際にご紹介させていただきました通り、高校時

代より楽器、サクソフォンを演奏することに魅了されまし

て、高校卒業後、仲間とともに吹奏楽団を立ち上げました。

現在も副団長として団の運営に携わっており、一昨年には

２０回の節目の演奏会を行うことが出来ました。その他に

もサクソフォニープロジェクトという、サクソフォンのみ

で編成されたオーケストラにも参加させていただいてお

りまして、集った有志にて四重奏団などを結成して、神奈

川県内などで演奏活動をさせていただいております。 

今回入会させていただきまして、地元の諸先輩方とともに

活動できますことを大変感謝いたします。また次世代を担

う存在として、大変身の引き締まる思いでございます。こ

れから様々なことを勉強させていただいて、地域貢献、社

会福祉活動に頑張ってまいります。若輩者ですが、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

ここで、私が魅了されてやまないサックスという楽器につ

いてご紹介させていただきます。 

サックス（Sax）は１８４０年、ベルギーのアドルフ・サ

ックス氏によって開発されました。正式にはサクソフォン

（Saxophone）またはサキソフォンと呼ばれています。材

質は真鍮が主で、最近では銅の成分が多く含まれた材質や、

銀・プラチナなどの材質の楽器も製作されています。また、

管体にラッカー処理を施すのが基本ですが、金や銀・ブラ

ックニッケルなどのコーティングを施す製品も存在しま

す。管楽器においては木管楽器群に属しますが、もともと

は軍楽隊において木管楽器（クラリネット・フルート等）

と金管楽器（トランペット・トロンボーン等）の橋渡し的

な役割を担うために開発されました。現在ではクラシック

に限らず、ジャズ・ポピュラー・ロックなど、様々なジャ

ンルで使用されています。主な活躍曲を挙げますと、ジャ

ズでは「Ａ列車で行こう」や、「シング・シング・シング」

など、テレビドラマ「太陽にほえろ」なども有名です。ま

た、クラシックにおいては、「ボレロ」「カルメン」など、

１９００年代に作曲された曲に使用されています。種類は

ソプリロ（ピッコロ）からサブコントラ（チューバックス）

までの９種類の音程のもので、値段は数万円程度のものか 

 



 

らヴィンテージ物と呼ばれる数百万円のものまで様々で

す。 

比較的現代に近い段階で開発された楽器ですから、簡単に 

音を出すことができます。興味のある方は是非、挑戦して

みてはいかがでしょうか。 

 

【ビジター卓話】    横浜あざみロータリークラブ 

               伊藤エイミーまどか様 

横浜あざみＲＣの伊藤エイミーまどかです。アメリカのニ

ューヨークで生まれました。アメリカ人にもわかるように、

と、父がエイミーと言う名前も 付けました。１歳半で帰

国したので何も覚えていませんし英語もしゃべれません。

でも、６年～中１の２年間、南米コロンビアに滞在してい

ましたので、スペイ ン語はしゃべれます。 

 その時、「日本はすごい国、はだしの子供もいないし、

字の読めない大人もいない、ちゃんと時刻通りに電車はく

るし、何より人々が勤勉で、日本は素晴らしい国だ」と、

思いました。 

 その後音楽の道に進み、国立音楽大学のピアノ科を出た

後、ドイツのミュンヘンに留学し、６年ドイツにいました。

主人は昔、私の家に来ていた調 律師だったのですが、や

はりドイツで勉強したい、ドイツでマイスターを取りたい、

と、つてを頼りに渡独、向こうで働きながら、６年目にマ

イスター学校に入 学。私たちは、失業手当、育児手当、

児童手当などで暮らし、国家試験に合格後、１９８７年帰

国し、青葉区荏子田にピアノ店を開店しました。調律、販

売、古 いピアノの修理・修復、ピアノ教室、演奏等を行

っています。青山劇場のこどもの城では、ピアニストとし

て１０年以上レギュラー出演していました。大人のピ ア

ノ教室もやっていますので、皆さんお時間がおありでした

ら、どうぞレッスンにいらして下さい。本日はありがとう

ございました。 

 

【入会挨拶】              木村良三会員 

(1月 18日入会挨拶) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日入会させていただきました木村です。 

碓井会長からもご紹介がありましたように、私からお声掛

けをさせていただきました。 

推薦者として碓井会長、志村幹事になっていただけました

こと、とても感謝しております。 

この麻生区に引っ越してきまして、5年目に入りましたが

土地にゆかりがなく、このように 

皆様とロータリーを機会にお目にかかれましたこと、とて

もうれしく思っております。 

職業は貿易業をしておりまして、社名が日本語では㈱ジー

オー、これは英語社名が主となっており 

Global Opportunities（グローバルに Opportunities＝商

機をつくろう）という意味がこもっており、 

その頭文字GとOを簡略してジーオーという日本社名にし

ております。 

文字の通り、20年以上の輸出入を通した経験から豊富な

ネットワークを活かしまして取引をしております。 

為替の急変とともに輸出が増加しており、来週はさっそく

本例会に出席できませんが、カナダにてメーキャップを 

してまいります。何分一人ですべて行っている会社ですの

で、このように出張先でのメーキャップも多くなりますが、 

海外のロータリーでの情報を麻生ロータリーでご紹介さ

せていただけると思います。 

今後ともよろしくご指導のほどお願いいたします。 

【前回の例会時の入会挨拶です。前回の入会挨拶は簡略し

掲載いたしました。お詫びいたします。:会報委員会】 

 

【四つのテスト】                 尾作弘会員 

【点鐘】                  碓井会長 

【会報委員会】           文責 長瀬敏之 

 

ＩＭ(IntercityＭeating) 全員出席 

インターシティーミーティング。グループ、分区単位で、

ガバナー補佐が主催して開かれることが多いようです。 

 テーマはロータリーの事、そして一般社会の事で、その

ときに話題になっていること、考えなければならない問題

点など、多岐にわたります。形式も講演、フォーラムなど

いろいろあります。この会合では知識を広め深めるととも

に、グループ分区内の親睦も重要な目的ですから、懇親会

も併せて開催されます。 

 

  


