
                

 

 

 

 

 

 

【2021-22 年度 地区方針】“クラブ基盤のさらなる充実強化”〜会員の増強こそが最大のサービス（奉仕）〜

〜   

 

 

 

 

 

 

 

 

                

    例 会 報 告      

 開会点鐘  貝田 充会長  

 司  会   渡邉 新治 SAA 

 合  唱   「我らの生業」 

 お客様紹介 奥村 香 親睦活動委員 

・琴平 メイ様 一般社団法人 May music office  

代表理事 ハープ奏者 

今後のプログラム予定 

   12月 プログラム名 

     12月 14日    年忘れ家族会 

     12月 21日 納 会 

出 席 報 告 廣山 宗一出席副委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

43 名 34 名 

9 名 

対象外 

（5） 

89.47％ 

欠 8名 

対象外 

（4） 

MU0 名 

 

89.74％ 

 

【本日の欠席者】  三木 治一会員  小林 敏伸会員  

伊藤 稔 会員   朝倉 和信会員  片岡 英之会員 

朝山 秀男会員  鹿島 義久会員  白井 正男会員 

佐川 陽子会員 

ニコニココーナー 大友 徹副会場監督補 

貝田 充会長：琴平メイ様、今日は素敵な演奏を楽し

みにしています。どうぞよろしくお願い致し

ます。 

原 敏之幹事：琴平メイ様、本日はお忙しいところあり

がとうございます。演奏楽しみにしており

ます。 

金子 利昭副会長：ハープ奏者琴平メイ様、一年ぶり

です。よろしくお願い致します。 

堀一 慶明会員：いつもお世話になっております。11

月のお祝いありがとうございます。 

小島 徹会員：琴平メイ様、本日はハープの演奏楽し

みです。 

内藤 幸彦会員：ハープ演奏琴平メイ様ありがとうご

ざいます。コロナでみんなの心が疲れて

いると思います。今日は心穏やかなひと

時を楽しみたいです。楽しみです。 

川口 禮敬会員：琴平メイ様本日はハープ演奏ありが

とうございます。楽しみに聴かせて頂きま

す。 

渡邉 新治会員：演奏楽しみにしています。本日もよ

ろしくお願い致します。 

合計   8件 27,    10,000 円 

累計  136件 175,000 円 

会 長 報 告 貝田 充会長 

１． 地区より 2021-22年度『米山奨学生を囲む集い』

開催のご案内が届いております。 

日 時：12月 4日（土） 15：00〜17：30 

会   長     貝田 充 

副 会 長     金子 利昭 
幹   事     原 敏之 
S  A  A     渡邉 新治 
会報委員長    小島 徹 
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場 所：ホテルキャメロットジャパン 5F「ジュビリー」             

２． ＜再連絡＞ 

地区より 2021-22 年度地区大会のご案内が届い

ております。 

日 時：11月 27日（土）12：00登録開始 13：00点鐘 

場 所：パシフィコ横浜会議センター1F メインホール   

詳細は回覧致します。 

３． 神奈川県中原警察署より令和 4 年中原警察

署武道始式の中止についてのお知らせが届

いております。回覧致します。 

４． 社会福祉法人 川崎いのちの電話事務局よ

り会報誌103号が届いております。ポスティン

グしております。 

幹 事 報 告 原 敏之幹事 

１． 例会変更 

川崎西北 11月 27日（土）移動例会 地区大会 パ

シフィコ横浜 地区大会出席のため通常

25日（木）を移動致します。 

        12月 2日（木）移動例会 東京国際ゴルフ 

倶楽部レストラン 17：30〜 

        12月 30日（木） 休会 

        1月 6日（木）   休会 

横浜日吉  12月 15日（水）  休会 

        12 月 25 日（水） クリスマス家族会 横浜

ベイシェラトン＆タワーズ 

２． 会報受理   川崎 RC 回覧致します。 

３． 11/19（金）・22（月）は、事務局は閉館とな

ります。 

４． 次週 11/23 は休会です。再来週 11/30 は

地区大会振替のため例会はございません。

12/7は例会終了後、理事役員会を開催致

します。関係各位のご出席をお願い致しま

す。 

 卓 話  一般社団法人 Maymusic office 

代表理事 ハープ奏者 琴平 メイ 様 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

福岡県出身、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、青年海外協力隊に

参加。南米パラグアイで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に出会い、アルパ教育第

一人者に師事。現在、いしかわ県観光特使、江東区

レインボータウンＦＭ琴平メイワールドミュージックシッ

プ番組パーソナリティー、公益社団法人観光施設協

会季刊誌に「メイ琴平ハープで世界を旅する」にて大

使館の世界遺産の紹介の連載を務めながら、各国大

使館をゲストに迎え国や文化を紹介。各国大使館文

化交流イベント、コンサートを企画主催。各種式典、

学校や公共施設、自治体のイベントでアルパ演奏。 

 

紹介者 内藤 幸彦 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川崎中 RCのみなさま、ハープ演奏卓話講師としてお

迎えいただきありがとうございます。 

私琴平メイが代表理事を務める一般社団法人 May 

Music Officeは音楽と国際交流をテーマに文化の多

様性を認める社会の実現に取り組んでいす。 

ハープは起源の古い楽器で古代エジプトで人類の文

明が始まったころに生まれた楽器です。その後ハー

プはヨーロッパに渡り、大航海時代にスペインの宣教

師がハープをもって南米大陸に渡ったことから南米に

そして世界中にそれぞれの国のハープがあります。 

今回は、私が青年海外協力隊で赴任したパラグア

イのハープで各国の曲を紹介、演奏し音楽で旅をす

る講話に出来たらと思います。 

それでは、ハープで世界を一緒に旅しましょう。 

アフリカの曲ジャンボ・ブワナ Jambo Bwana 

ジャンボはスワヒリ語でこんにちはの意味です。私は

アフリカの大使館で沢山のチャリティー文化交流イベ

ント主催させていただき、1年で 100万円を孤児院や

学校建設に寄付させていただきました。大使館から



直接学校建設の様子や、孤児院での寄付の様子を

見せていただき日本での活動が実際にアフリカの現

地で形になったことを参加した皆様に報告させていた

だきました。 

南米の曲ではパラグアイハープの代表曲の一つ滝

を演奏します。ハープで奏でる滝の様子をお楽しみく

ださい。 

ハープで奏でるフラメンコの曲です。情熱的な雰囲気

を楽しんでください。 

アラブの曲はエジプト大使館でのアラブ婦人会で総

理と外務大臣夫人との平和交流会で演奏した曲アラ

ブの古謡を演奏します。 

そして世界中で愛されるスコットランド民謡の埴生の

宿 

日本の代表的な古謡を演奏します。 

 


