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２月 ２７日

天候 晴れ

ロータリーソング「手に手つないで」

ロータリーの資料を整理しておりましたら、4

四つのテスト

年前の研修会の資料が出てまいりました。

鈴木 大次 会員

新会員からの質問状です。新しい会員の方は、
≪ゲスト・ビジターの紹介≫

質問がいろいろあると思います。遠慮なく、諸

ゲストスピーカー：安井 弘子 様（ハープ奏者）

先輩方に疑問をそのまま残さず、聞いていただ
きたいと思います。より、会が活性していくと

≪会長報告≫（川上
≪会長報告≫（川上 直前会長）

思います。

・大小原会長、欠席のため代行させていただきます。
・本日、パリ万博開催の日。

≪幹事報告≫

・本日の卓話ゲスト、安井様、藤沢 RC と大変ご縁

・3 月月の例会予定をメール、FAX でご連絡してお

があります。一昨年、仙台南 RC との交歓会で訪

りますが、3 月 6 日の重田博章様のご所属が間違

れました、東京スカイツリーでの演奏なさってい

ておりました。正しくは、藤沢商工会議所青年部

たところを拝見し、ごあいさつさせていただきま

会長です。訂正させていただきます。

した。本日もよろしくお願いいたします。

・3 月 24 日の IM,31 日のロータリーウォーキング大

・25 日の月曜日、ふじさわ湘南 RC が同会場でセミ

会の出欠をうかがっております。明日〆切となっ

オープン例会「歴史上の人物に学ぶリーダーシッ

ております。準備の都合がございますので、まだ

プ論」に出席いたしました。講師が大学の後輩で

の方はお返事よろしくお願いいたします。

した。クラブによって例会の会場設営、進行が違
います。皆様もメークアップで他のクラブの例会
を見ていただけたらと思います。

≪委員会報告≫
・大野木 会員
22 日、クリスタルホテルで行われました、藤沢北

出席報告

（

）内は計算に用いた会員数
メークアップ

例会月日

会員数

出席会員数

欠席会員数

出席率

修正出席者数

修正出席率

会員数
２月１３日

４５（４５）名

３０名

１５名

６６．６７％

２月２７日

４５(４５)名

２９名

１６名

６４．４４％

０名

３０名

．％

ロータリークラブが地区補助金で企画されまし

お誕生日 お祝いありがとうございました。

た聴覚障がい者宿泊時の防災訓練に会長幹事の

これからも自分らしく主人の分まで生きて行き

代理で参加いたしました。聴覚障がいの方がホテ

たいと思います。

ルに宿泊している時、非常時を知らせる器具を観

大貫 美則 会員

光協会を通して貸し出すということです。音で非

安井さん いつもお世話になっています。

常時をお知らせできないので、光と振動で知らせ

ハープ楽しみにしています。

るという機械を設置していくそうです。このよう
な取組みに接したのは初めてのことで、地区補助
金の使い方として役に立つことだと思いました。
藤沢 RC でも地元に奉仕できる活動を会員皆様に

≪小話 3 分間スピーチ≫
吉野 貴美 会員

考えていただきたいので、心にお留め下さい。

≪お祝い≫
会員誕生日 3 月 2 日

星谷 けい子 会員

私の得意分野の髪の毛についてお話いたします。
髪の毛は海苔巻きのようになっています。真ん中の具
にあたるところが毛髄質、お米にあたるのが毛皮質、
海苔にあたるのがキューティクルです。一般的にオイ
ルや艶でキューティクルの手触りを良くするために
するのがリンス、コンディショナーです。トリートメ
ントはもう少し粒子が細かくて、毛資質に浸透します。
≪スマイル報告≫
今井 重信 会員
本日所用のため早退いたします。すみません。
川上 彰久 会員

髪の毛の寿命は、一本は生えて抜け替わるまで、男性
は 3～5 年、女性は 5～7 年のサイクルです。頭皮には
毛穴が 3 万個くらいあり、ひとつの毛穴に 3,4 本の髪
の毛が生えます。頭全体で 12 万本くらいになります。

安井さん 本日の卓話よろしくお願いいたし

ですので一日に 50～100 本くらい抜けても正常な範囲

ます。

です。心配ありません。身体もそうですが、髪も血流

大小原会長 ゆ～っくり安心してお休み下さ

が悪くなると次に生えてくるものが細くなったり、サ

い。

イクルが早まってしまったりします。防ぐためには、

落合 洋司 会員

頭皮のマッサージが有効です。

安井さん 本日卓話と演奏楽しみにしていま

最近わかったことの中で、シャンプーの中にアルコー

す!!安井さんは私の妻 裕子と大学時代動機で

ル成分が入っています物があります。爽快感があった

私共の結婚式で演奏していただきました!!

り、保存目的であったりしますが、頭皮のたんぱく質

※川上直前会長の代行も楽しみにしていま

と絡み、頭皮が硬くなってくるという研究結果が報告

す!!
星谷 けい子 会員
安井弘子さま 卓話、演奏楽しみです。

されました。アルコール成分が出来る限り入らないシ
ャンプーを作っていこうという動きが業界にありま
す。髪は長い（ながーい）友達ということで、3 分間

スピーチをさせていただきました。

演奏
「Can’t Help Falling in Love」
（エルビス・プレスリー）

≪卓話≫

「置かれた場所で咲いてみたら」
〜ハープとの長い付き合いを
今日まで続けてこれたものは？〜

高校は普通科に通っておりましたが、勉強よりも音楽
の方が、成果が上がるとの勝手に思い、音楽大学に進
学を決めました。ところがそこにいたのは、媚しい音
楽家の先生と音楽が大好きな世界を目指す学生でし

ハープ奏者 安 井 弘 子 様
た。なので、競争意識でぴりぴりしていました。そん
な中で、仲良く一緒に過ごしていたのが落合さんの奥
様でした。大切な仲間です。
大学を卒業することを目標にがんばっていました。そ
う腹をくくりましたら、転機がやってきました。私の
外国人の先生から、海外のコンクール、セミナーやフ
ェスティバルに誘われました。海外に興味はなかった
のですが、先生が一緒なら安心でしたので行くことに
なりました。いろいろな国に行って、音楽はもちろん、
生活習慣やパーティーなど違うものをたくさん見て、
自分の狭い視野で物事を考えていたのかということ
に気づかされました。音楽に対する考え方も変わって
来ました。一番大きかったのは、アメリカでした。エ
演奏でハープを持っていきますと、必聞かれる質問が
ンターテーナーの国で、観衆の演奏に対する「いい!!」
2 つあります。
「すごくいい!!」という気持ちが、奏者にすごく伝わ
まず、ハープっていくらくらいするの？
るのです。とても嬉しかったです。がんばってきた甲
オーケストラに出てくる大きなグランドハープは 200
斐があると思いました。アメリカでは悪い時ははっき
～350 万円位します。今日持ってきましたミドルサイ
り「悪い」と言われます。演奏する側にわかるように
ズのレバーハープ（アイリッシュハープとも言われま
評価を伝えてくれることに感動しました。
す）は 35 万円くらいです。アマチュアでもプロの演
当時のアメリカで出会った先生方、出会った曲七課か
奏家になってもずっと使い続けられる楽器です。
ら演奏いたします。
もう 1 つの質問、何でハープを始めたの？
そのお話を致します。私の母は、ピアノ教師でした。
演奏

ニュー・ブルース

音楽教育を受けるのが当たり前の環境の中で、私が 10
歳の時、母の「ハープにしよう」の一言で、ハープの
先生につくことになりました。音楽を学ぶことも、ハ
ープを選ぶことも母にやらされたことが始まりでし
た。それが好きだったかといいますと、毎日のように
母が厳しくピアノの生徒をしかっているのを聞いて
いるので、
「なんて音楽家っていやなのだ、音楽家と
は全員こういう人なのだ」と思っていました。当時の
ピアノ全盛期、厳しく教えている人が多かったようで
すが、あのようにはなりたくない、音楽をいつかやめ
ようと思っていました。ご挨拶代わりに 1 曲演奏いた
します。
演奏に自然と手拍子が始まりました！！

アメリカでの活動が、狭かった自分の視野を広げ、

てほしいという気持ちから、活動をしていますが、ハ

もっと自由にやってよいのだと気づかせてくれまし

ープは大きな楽器で、車で運ばなくてはなりません。

た。大学を卒業し、音楽の仕事を始めたことで、
「音

重いので移動に苦労します。そんな中で、生徒さんか

楽って、人のためになっているのだろうか」という

ら、「大きいハープではなくこのレバーハープで、コ

疑問がわいてきました。ロータリーに「四つのテスト」

ンマ曲を弾きたい」とか、
「小さいハープを持って行

に出てくる、
「みんなのためになるか どうか」まさし

きたいところがある」ということを聞き、それに寄り

くです。それを考えながら演奏する期間が長くありま

添うにはどうしたらよいか、相談にのりました。今日

した。するとまた転機がやってきました。辻堂駅前に

持ってきましたこのハープは、私が 10 歳のときに買

親戚が営む葬儀社があります。そこで、演奏を依頼さ

ったものなのですが、ずっと蔑ろになっていました。

れました。葬儀に、楽器の生演奏、ハープの演奏を取

これを使ってみますと持ち運びも楽です。このハープ

り入れたいといわれましたが、私は理解できませんで

なら気軽に演奏に出向き、触ってもらえる機会も増え

した。場違いに様な気がしておりましたが、お客様か

るのではないかと思いました。そうなってきますと、

ら、曲のリクエストや、思い入れのある曲を弾いてほ

与えられた時に与えられた場所で、一生懸命それをや

しいと直接言われました。一生懸命弾くと演奏を感謝

ってみることその中から自分の好きなことや、自分の

されたり、気持ちが癒された、思い出が甦ったといっ

出来ることを見つけられるように変換していかれた

ていただきました。そこで、演奏って、役に立ってい

のだと今、振り返っております。

るのだということが実感できました。葬儀の時の演奏

音楽以外のことで好きなことも多く、今は中国武術を

は深く記憶に残りました。リクエストで、クラッシッ

やっています。音楽以外のことも、いつかハープと組

ク以外のリクエスト曲を弾くことも増え、ハープに合

み合わせることが出来たらと思います。音楽以外の友

うように編曲をするようになりました。後にアメリカ

達も大勢おります。今日この会にお呼びいただけたの

で演奏する機会に、自分で編曲した曲を演奏した時、

は、音楽以外の友達の杉原さんのご紹介からです。音

それがすごく受けました。それを演奏します。音楽で

楽以外のことでもどんどん繋がり、自分に出来ること

世界旅行していただきます。

をやって行きたいと思います。
最後の演奏は、ハープでこんなことが出来るのだとい

演奏 「It's a small world」

う曲をお聞き下さい。

演奏 バロックフラメンコ

いくつの国を思い出せましたでしょうか。アメリカで
演奏した時は、どよめきと拍手と笑いとで、私たち演
奏者も笑いながら楽しく演奏しました。音楽はこうし
て楽しむのだ、音で分かり合える、音楽って良いもの
をやっていると思いました。
エンターテイメントをアメリカで学んだことが大き

弦を弾くだけでなく、ハープの木の部分をたたてリズ

いのですが、地元湘南でももっと気軽にハープを聞い

ムをとる演奏を見せて下さいました!!

川上直前会長より謝辞

星谷 会員 お誕生日祝いのメッセージ

杉原 会員より、安井様のご紹介

本日のスマイル報告は、鈴木大次 会員

例会終了後も安井様を囲んでお話をうかがい盛り上

川上直前会長 代行お疲れ様でございました!!

がりました!!
演奏を記録できないのが残念です。
是非、お近くで演奏を聞かせていただく機会がありま
すように!!

今日のお料理

