
                

 

 

 

 

 

 

【2020-21年度 地区方針】ためになる魅力あるロータリー～自分を磨き品格とクラブの魅力を高めよう〜   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   例 会 報 告     

 開会点鐘  伊藤 稔会長  

 司  会   市川 実 SAA 

 合  唱   「我らの生業」 

 お客様紹介 稲富 正行親睦活動委員 

今後のプログラム予定 

9月 プログラム名 

第 1例会 9月 1日 

会員お祝い 

米山奨学金授与 

会員卓話 稲富 正行会員 

第 2例会 9月 8日 
卓話 川崎市長 

福田 紀彦様 

出 席 報 告 市川 宏出席副委員長 

会員数 
出席

数 

欠席

数 
出席率 前々回訂正出席率 

42名 32名 

10名 

対象外 

（6） 

88.89％ 

欠 4名 

対象外 

（3） 

MU0名 97.44% 

【本日の欠席者】 三木 治一会員   小林 敏伸会員   

津田 篤志会員  堀一 慶明会員  内田 義治会員 

志村 修司会員  鹿島 義久会員  渡邉 新治会員 

細山勝三郎会員  白井 正男会員 

ニコニココーナー 佐川 陽子 SAA（補） 

小川 湧三様：お世話になります。 

伊藤 稔会長：琴平様、本日は残暑の中ありがとうご

ざいます。「暑さを忘れるひと時」と思いま

す。楽しみにしております。 

長戸 隆彦幹事：本日もよろしくお願い致します。 

萩原 ひとみ会員：本日は琴平メイ様、川崎中ロータリ

ークラブへいらしていただき本当にありが

とうございます。コロナで延期になりました

が、今日実現できて本当に嬉しいです。ど

うぞよろしくお願い致します。 

伊藤 文治会員：琴平メイ様、ご多忙の中演奏頂きあ

りがとうございます。 

川口 禮敬会員：琴平メイ様、ご来会ありがとうござい

ます。楽しみです。 

冨岡 昭一会員：琴平メイ様、本日はよろしくお願い致

します。 

内藤 幸彦会員：琴平メイ様、ハープの音色でコロナ

で疲れている心を癒して頂きたいです。前

回のアンケートの集計が会報に載ってい

ます。ご覧ください。 

金子 利昭会員：琴平メイ様、楽しみにしています。 

稲富 正行会員：琴平メイ様の。ハープ楽しみにして

います。 

ゲストスピーカー 
琴平 メイ様 

 
ハープ奏者 

ゲスト 
小川 湧三 様 
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島 利夫会員：コロナ感染予防のために①食事中は

喋らないこと。⓶マスクをして会話を楽し

みましょう。 

小島 徹会員：本日は琴平メイ様、ハープの演奏楽し

みにしています。 

合計   7件 27,    8,000円 

累計  64件    80,000円 

会 長 報 告 伊藤 稔会長 

１． 地区より「会員増強・新クラブ結成月間（8月）

リソース」が届いております。回覧致します。 

２． 地区よりクラブ米山記念奨学委員長会議開

催のご案内が届いております。 

日 時：9月 4日（金） 15：00〜17：00 

場 所：ソシア 21（新横浜駅よりシャトルバス 3分） 

３． 川崎北ロータリークラブより、ナミビア共和国

支援への御礼とご案内が届いております。 

日 時：8月 26日（水）  点鐘 12：30 

場 所：二子玉川エクセル東急 川崎北 RC例会場 

来訪予定：ナミビア共和国駐日全権大使ほか数名 

詳細は回覧いたします。同席を希望される方は 

事務局までご連絡願います。〜8/21（金）まで 

４． 新城鈴虫同好会より第 39 回かわさき鈴虫祭

り(8/23(日))の中止のお知らせが届いており

ます。回覧致します。 

５． 川崎愛児園より令和 2 年度の広報誌が届い

ております。回覧致します。 

幹 事 報 告 長戸 隆彦幹事 

１． 例会変更 

  川崎百合丘  8 月 25 日（火）  夜間移動例会

（納涼会）の例会は中止 

             9月 22日（火）  休会 

             9月 29日（火）  夜間移動例会 

→通常例会に変更 

点鐘 12：30 ホテルモリノ新百合丘 7F 

   横浜日吉    9月 2日（水）   休会 

            9 月 9 日（水）   親睦ゴルフコン

ペ＆夜間例会 点鐘 18：00 

            日吉「たつ吉」 

川崎西北    8月 20日（木）  休会  

２． 会報受領 川崎宮前 RC  回覧いたしま

す。 

３． ＜2020-21 年度活動計画書受領＞ 川崎

宮前 RC 川崎幸 RC 事務局にて保管して

おります。 

卓  話 

 

ハープ奏者 琴平 メイ 様 

 

プロフィール 

 

福岡県出身、国立福岡教育大学在学中にオーストラ

リアキャンベラ大学で文化人類学、社会学を専攻。日

本と海外との関係に興味を抱き、青年海協力隊に参

加。南米パラグアイ共和国で家政隊員として、女性の

自立支援のプログラムに携わる。パラグアイの楽器

アルパ（インディアンハープ）に出会い、アルパ教育

第一人者として有名なパピー ガランに師事。 

現在、いしかわ県観光特使、江東区レインボータウン

FM 番組パーソナリティを務めながら、老舗レストラン

でのクラシックコンサートの企画、大使館の文化交流

イベントを主催。各種式典、学校や公共施設のイベン

トでアルパを演奏。 

ハープの歴史 

ハープは最も期限の古い楽器の一つです。人類が弓

矢を使い狩猟を始めた時に、弦を弾くと音が鳴ること

に気づき、弓矢に複数の弦を張り楽器にしたのがハ

ープの始まりといわれています。 

 



 

ハープ演奏♪ 

1酒よ 

2 涙そうそう           ハープの話       

3 ジェガーダ（パラグアイポルカ）南米パラグアイの話  

4 滝  （パラグアイポルカ）   パラグアイの自然   

5フラメンコ             ハープの話        

6アラブの曲            活動の話  

7 埴生の宿             挨拶  

 

 

 

ハープの癒しの効果 

 ハープには癒しの効果があるといわれます。ハープ

の音を聞くだけで心が落ち着き、肉体的にも強いリラ

ックス効果や鎮痛効果がもたらされるとされています。

私たちの心を癒やしてくれるハープの音色。その響き

に特徴があり、弦と弦が振動することで、さまざまな

音が一緒に響きあい、豊かな音色が作られ癒しの効

果につながるとされています。 

 

 

 

 

 

 


