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女性活躍社会を考えるシンポジウム
5月22日（水）柏ロータリークラブ主催の女
性活躍社会を考えるシンポジウムがパレット柏
にて行われました。
当クラブからは、中島恵里会員がパネリスト
として登壇しました。
激変する現代社会の第一線で活躍しているロー

少子高齢化やAIなどに対応するヒントをいた
だき、とても良い勉強の機会になりました。

柏南ロータリークラブ

タリークラブ女性経営者が、様々なテーマでお
話をされ、会場には多くの方々が集まり、大盛
況でした。

第 39代 会長 岡田尚子 幹事 荒木知太朗
お祝い事

会員誕生日：戸部謹爾

委員会報告

猫田岳治

出席委員会委員長 片岡達生会員

ご家族誕生日：池田孝 猫田岳治 森秀樹

4月の出席率を発表いたします。
82.76％です。
皆様のご協力により、80％を超えま
した。引き続き頑張りましょう。

ご結婚記念日：園邊哲 猫田岳治 吉川末満

第１８１４回２０１９年５月２１日 (火曜日)
ロータリーの行動規範
ロータリアンとして、 私は以下のように行動する。
１．個人として、また事業において、 高潔さと、高い倫理基準をもって 行動する。
２．取引のすべてにおいて公正に努め、 相手とその職業に対して尊重の念をもって接する。
３．自分の職業スキルを生かして、 若い人々の質を高める。
４．ロータリーやほかのロータリアン の評判を落とすような言動は避ける。

会長挨拶

猫田岳治会員

戸部謹爾会員

本日のゲスト

ワンコインニコニコ
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柏市長
秋山浩保様

会報

柏市子ども部
子育て支援課
恒岡真由美様

柏RC

田尻大喜様

松丸隆一様

荒木知太朗
岡田勝久
小林 亘
高橋 薫
友野俊政
福田理佳
森 三枝
山本昭彦
出席免除

旅行に行ってまいりました。
雨予報にも関わらず、傘をさすことも無く全

た。田尻様には、後程卓話をお願いしていま
す。
例会前ゴルフを計画していましたが、今年

行程を楽しむことが出来ました。

一番の雨の為延期となりました。日程が決ま

会報誌に旅行の写真が掲載されていますが、

り次第お知らせが有りますので奮ってご参加

載せる事の出来ないような画像も有るため、

下さい。

後程皆様にご覧頂ける方法を委員会で検討し

米山奨学生
梁尚文様

て下さるそうです。

例会報告
浅野 了 浅野 繁
今井 昇 大内 啓
小髙 潔 小林義和
關口和行 園邊 哲
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先週の火曜・水曜日に鬼怒川・日光へ親睦

テーブルの上のお饅頭は旅行のお土産です。
皆様、どうぞ召し上がってください。

サービス（節約）ランチで貯めた20万円を、
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宮
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恒岡真由美様
松丸隆一様

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

１
２
３
４

真実かどうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか

柏市の子育てに使って頂こうということで、
秋山市長と子育て支援課の恒岡様にお越し頂
きました。後程、贈呈式を執り行いたいと思
います。
また次年度の地区補助金での事業の関係で、

例会欠席の場合は前週金曜日までに必ず事務局へ

トランペッターの田尻様にもお越し頂きまし

連絡をお願いします。 こちらのメールアドレスへ

例会日

会員数

出席

出席率に用いる数

％

５月２１日

４０

２６

２

68.4

場所：れいたくキャンパスプラザ B会場

ご一報ください。
ckmrc@io.ocn.ne.jp

例会日／毎週火曜日(12:30～13:30） 例会場／廣池学園キャンパスプラザ TEL／04-7173-3558 FAX／04-7173-355０
事務局/〒277-0011

千葉県柏市東上町7-18柏市商工会議所会館 505 ＴＥＬ/04-7166-3963 FAX/04-7186-6255 E-mail /ckmrc@io.ocn.ne.jp

＜本日の卓話＞
皆様こんにちは。トランペット奏者の田尻大喜と
申します。本日は、柏南ロータリークラブのみなさ
まのこのような素敵な会にお招きいただきまして、
本当にありがとうございます。
まず、最初に自己紹介をさせていただきます。
私は、ミュージシャンであり、トランぺッターとし
て年間150本ぐらい国内や海外で演奏活動を行って

田尻大喜様

蜷川幸雄さんの舞台でトランペットを吹いたりと商
業的な活動をしておりました。
2016年に発生した熊本地震では自分自身も被災

田で、ある高齢者の方に「地元で何か起こったら、
あなたは音楽を教えなさい。」と言われました。
その直後に熊本地震を経験し、何か音楽で人を元気
づけることをしたいなと思い、熊本地震の復興支援

と名乗らせていただいております。

の曲を作り、演奏活動により売り上げを寄付すると

熊本市内に移り住みました。小学5年生の時に、父

いう活動を続けています。
その中でいろいろな方に出会い、支援をしていた

親の仕事の関係で突然アフリカのケニアに行くこと

だき、1月に長年の夢であったケニアの子どもたち

になりました。

に音楽を届けるという活動を行うことができました。

ケニアは東アフリカに位置する国で、赤道直下にあ

日本人学校、マサイの村、障害者施設、モヨ・チル

り大変治安の悪い国です。小学校5年生から中学校

ドレンセンター等で9公演を行いました。

3年生の終わりぐらいまでをケニアで過ごしました。 そして、今年は日本人学校の創立50周年の年とい
治安が悪く、なかなか外に出て遊ぶことが許されな

うことで、ナイロビ日本人学校50周年記念の歌を

かったこと、そして、私の父親が音楽の教員として

子どもたちが作った詩に曲をつけて作っている最中

赴任させていただいていたことから、トランペット

です。

という楽器を始め、現在につながっております。
ドライバー付きの生活、セキュリティの厳しい生

ナルソングを人の心に寄り添う演奏をということで

すことさえあります。

活動をしております。

施設に入れば、着るものや食べるものも与えられ、

なぜ、もう一度ケニアに行って演奏活動をしたい
と思ったかというと、一人の少年との出会いがあり

活の中、現地での同じ年頃の友達をなかなか作るこ

ました。

とができませんでした。同じ年頃の子どもを目にす

ケニアでの活動の前半は、ナイロビというところで

るのは、ナイロビ日本人学校に通学するときに見か

過ごしましたが、後半はモヨ・チルドレンセンター

ける、ストリートで日銭を稼ぎながら生活をする子

というストリートチルドレンの更生施設で衣食住を

どもたちでした。

共に4日間生活をしました。

いつか、この子どもたちと一緒に楽器を演奏出来た

モヨ・チルドレンセンターは、松下照美さんという

らいいなと思っていましたが、滞在している間には、 日本人女性が代表を務めていらっしゃいます。
かなうことはありませんでした。

その松下さんと一緒にティカという町に行き、実際

ケニアでの生活の最後に出場した東アフリカ国際音

にストリートでシンナーを吸っている子どもたちに

楽コンクールで受賞し、その時、プロのトランぺッ

「今夜、ライブでトランペットを演奏するから来な

ターになることを決意しました。

い？」と声を掛けました。30人ぐらいの子どもた

日本に戻り、高校時代には音楽を学び、東京音楽大

ちが集まってくれました。

学に進学し、クラシックを中心に勉強をいたしまし

ライブ会場に入るにあたり、『シンナーを吸っては

た。プロのオーケストラのエキストラですとか、皆

いけません。シンナーを持ち込んではいけません。』

さんご存じのところですと、矢沢永吉さん、いきも

とひとつだけ約束をしました。

のがかりなどメジャーアーティストのバックバンド、 子どもたちは、空腹をしのぐためにパンよりも安く

エンターテイメントを通し、世界に平和が訪れる
よう、夢や希望を届けていきたいと思っております。

また学校にも通わせてくれます。
ライブを行ったときに、1人の男の子が「こんな

しました。その1か月前に復興支援で訪れた陸前高

おります。自称、『人を笑顔にするトランぺッター』

熊本県天草というところで生まれまして、その後

手に入るシンナーに手を出し、そのことで命を落と

に楽しいことがあるなら、ここで生活をしてみよう
かな」と言ってストリートチルドレンをやめ、施設
本日の卓話

に入ってくれた子がいました。

田尻大喜様

子どもたちを笑顔にしようと思ってケニアに行き
ましたが、逆に子どもたちから笑顔をもらうような
現状がありました。ですが、1人でもストリートを
最後に

離れて、教育を受けてその後ミュージシャンになっ

Jua（太陽）という曲を

てくれる子がいたらいいなと感じさせてくれる第一

演奏してくださいました

歩がそこにありました。
今度はバンドのメンバー全員で行き、フルサウン
ドで子どもたちに音楽を聞かせてあげたいと思って
います。
私は作曲家としても活動をしておりまして、オリジ

寄付金贈呈・感謝状贈呈
サービス（節約）ランチで貯めた20万円を、
柏市の子育てに使って頂こうということで、
秋山市長と子育て支援課の恒岡様にお越し頂
き、寄付金贈呈式が行われました。
これに対し、秋山市長からはお礼のお言葉を
頂戴し、感謝状をいただきました。

幹事報告
●5月

ロータリーレート

●出欠連絡

1ドル＝112円

金曜日以降は出席委員会（片岡委員

長）へ連絡ください
●マイロータリー

アカウント登録をお願いしま

す

●【回覧】
・ロータリーの友

原稿依頼

・青少年奉仕月間

リソースのご案内

・バギオだより
・ハイライトよねやま

●商工会議所会館

改修工事について

・柏西クラブ

例会日変更の案内

外壁・駐車場等の修繕工事
5月11日～11月16日

騒音・異臭があります

今後の予定

駐車場は使えなくなります

5月28日（火）

通常例会

サービスランチ

喫煙所も撤去されます

6月 4日（火）

通常例会

理事会

6月11日（火）

通常例会

ガバナー補佐訪問

●来週5月28日

臨時総会

欠席の方は委任状提出ください

クラブ協議会
6月18日（火）

任意休会

6月25日（火）

交替式

ハート柏迎賓館

18：00点鐘

