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第１７２回 例会 
 

【日時】2019年 2月 7 日（木）12：30～13：30 【例会場】ザ ロイヤルパークホテル 東京汐留 

【例会出席】会員数 19名 名誉会員２名 【出席者】16名  ビジター 0 名  ゲスト 1 名 

【出席率】84.2％    

【ニコニコ BOX】\ 12,000― ≪今年度累計≫ \ 293,500― 

 

 

≪プログラム≫ 

 

 
                    司  会：五十嵐豊会員 

◇ 開会点鐘                       立堀佳男会長 

◇ 斉唱：「国家」「奉仕の理想」                           戸張浩幸ソングリーダー 

◇ 会長挨拶                                    立堀佳男会長 
       今週は工藤幹事と一緒にロータリーの会合に出席していました。1 月 28 日に山本年度の時の国際ロータリー 

       よりバナーを頂きました。 

◇ 入会式 
 島根智史会員：本日正式に入会させて頂き有難うございます。これから皆さんと交流を深めていきたいと思っ 

        っていますので、どうぞよろしくお願い致します。 

◇ 幹事報告                                     工藤至善幹事 

       5 月 12 日にロータリーデイと IM が行われます。一般の方にもロータリーを知って頂こうという会です。 

       グループ全体としてスイーツを出すキッチンカーと小児がんを支援するレモネードの販売、バルーンアート 

       が候補として出ています。当日ご協力をお願い致します。 

◇ 出席報告                                     友弘裕規会員 

◇ ゲスト・ビジター紹介 

       Kerisha Naidoo 様：オーストラリアから参りました。このような素晴らしい会に参加できて光栄です。 

◇ ニコニコボックス発表（敬称略）                                   湯川愛里会員                                                          
立堀佳男：島根さん、入会おめでとうございます。楽しくやりましょう。 

工藤至善：島根さまご入会おめでとうございます。同い年の僕としては喜ばしい限りです。一緒に盛り上げ 

     ていきましょう！ 

梅澤武男：本日のクラブ協議会、創立 5 周年記念式典の件です。よろしくお願いします。 

湯川愛里：インフルエンザの猛威は一向に収まる気配がありませんが、皆さん気を付けましょうね。 

山本直道：寒暖の差が激しいですね。体調に気をつけて元気に頑張りましょう！私は超元気です！ 

戸張浩幸：島根智史様、入会おめでとうございます。 

ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ｳｫﾝ：理事会初参加でニコニコです。 

      



 

 

東京サンライズ汐留ロータリークラブ 

W E E K L Y  R E P O R T 

◇クラブ協議会 

①愛知とし子副会長 インドネシアチャリティーコンサート・寄付先訪問報告 

        

       今回はハプニングだらけのコンサートになりました。1 月 20 日(日)に Balai Resital Kertanegara という 

       会場で行いました。今回はキッズトライという事でオーディション制で子供達にも参加してもらうコーナー 

       も作りました。寄付総額は IDR 57,332,603(約 46 万円)でした。当日の舞台は参加者のお母さまたちが手 

       伝って下さって本当に助かりました。コンサートが始まる前に、通訳の方からキャンセルが入り真っ青になっ 

たところ、孤児院を紹介して下さった WIC の副会長で語学を教えていらっしゃる方が探して下さり事なきを 

       得たり、演奏者がリハーサルに来なかったりと朝からバタバタでした。インドネシアではあるあるの事態なの 

 ですが…。空調もクーラーの様なものが付いているだけで、それを付けて楽譜が飛んで行ってしまうという事 

 もあったり、妙な音がしたりして、演奏中も大変でした。演奏家の方達も全く謝礼なしで引き受けて下さり、 

 本当に素晴らしい演奏をして下さいました。 

 数日後、寄付先の孤児院訪問をしてきました。丁度雨季なので洪水が起こって行くのもとても大変でした。 

 学校が隣に併設されていたのですが、密室で窓もなく、湿気もすごく、環境はひどい状態です。しかし、今回 

は壊れた男子トイレを使えるようにして欲しいとの事でしたので、修繕費に当てたいと思っています。外に洗 

       濯物を干す場所もないので、中に干していて湿気も酷く、トイレの件も合わせてとても不衛生な状態でした。 

       子供達が手に職を付けれるように、バティック(ろうけつ染め)を習い、それを販売して収益金を生活費に充て 

       ているとの事でした。ここの孤児院は、家庭の事情で育てられないけれど住民票はちゃんと有り、市や区から 

       推薦状が出ていて、面接を受けて勉強する意思のある子供たちが入っています。しかし国からの助成金などの 

       補助は一切なく、個人の資産からの寄付で賄われています。 

次回は演奏家の方達も連れていこうと思っています。子供達は西洋の音楽など聴いたこともないので、そうい 

       った機会を設けて欲しいとの事でしたので、そのようにしていきたいと思います。 

        

②梅澤武男会員 創立 5 周年記念式典について 

 

       スケジュールと組織案を作成いたしました。地区内で 200 名の参加者を予定しております。皆さんにはメー 

       キャップして頂き、キャラバンをして頂きたいと思っております。式次第も簡単なものを造ってきました。 

       グァムのガバナーに地区大会で参加をお願いして来ようと思っています。これから皆さんのアイデアを頂き 

       ながら祝賀会の内容も決めていきたいと思っています。これから皆さん全員参加で臨んでいきたいと思って 

       いますので、ご協力をお願い致します。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 講評                                    山本教夫前会長                                                                                                                               

梅澤会員、有難うございます。記念式典は何としてでも大成功に導きたいと思っています。キャラバンは、 

戦略をきちんと考えた方が良いと思います。愛知会員、有難うございます。毎年このコンサートをやって 

頂いていますが、我がクラブの海外奉仕の柱になっていると思います。これからも頑張って頂きたいと思 

います。よろしくお願い致します。 

 

◇ 閉会の点鐘                                  立堀佳男会長 
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東京サンライズ汐留ロータリークラブ 

W E E K L Y  R E P O R T 

 

≪今後の主な行事予定≫ 

◇ ２月２１－２２日 地区大会（グァム） 

◇ ３月２８日 観桜会 

 

 

   

≪今後の例会スケジュール≫   

◇ ２月１４日    休会 

◇ ２月２１日    地区大会（グァム） 

◇ ２月２６日   １２：３０～１３：３０ 

◇ ３月 ７日   １２：３０～１３：３０ 

◇ ３月１４日   １２：３０～１３：３０ 

◇ ２月２６日   １２：３０～１３：３０ 

◇ ３月 ７日   １２：３０～１３：３０ 

◇ ３月１４日   １２：３０～１３：３０ 

◇ ３月２１日   １２：３０～１３：３０ 

 

第1番 バレエ：落合 悠衣 6才 後藤 千依 7才 「can can」

第2番 ピアノ： 柴田 結衣 6才 アメリカ民謡 「聖者の行進」

第3番 ピアノ : 杉谷かのん7才 ゲール作曲 「蝶々」

第4番 ピアノ：野島 巧一朗 6才 /  矢木 央凉 /  野島 妃奈乃 9才
ギロック作曲 「インディアンの踊り」
バスティン作曲 「ファンファーレ〜きしゃ〜ヤンキードゥドゥル〜ファンファーレ」

マーサ・ミアー作曲 「虹の色」

第5番 クラリネット：Erlangga Noor Rizqi 11才
「SIPATOKAAN - YAMKO RAMBE YAMKO」
Indonesian folk song

第6番 ピアノ： 野島 妃奈乃 Hinano Nojima 9才
ギロック作曲 「Gold Fish」

第7番 ピアノとヴァイオリン：田中優衣 11才 /  村山皓紀 8才
ハンス ツィンマー作曲
「パイレーツ オブ カリビアン よりHe‘s a Pirate 」

第8番 ピアノ：後藤 倫助 10才
ブルグミュラー作曲「アラベスク」
モーツァルト作曲「交響曲第40番」

第9番 ピアノ：Erlangga Noor Rizqi 11才
「Courageous」 Levi Gunardi

 
Ganang Dwi Asmoro 

 

 
Wirya Satya Adenatya 

 

 

 
お手伝い頂いた駐在員の奥様たち 

 

  
 

  会場いっぱいのお客様 

 

    

 

 

 

 アンコール『アヴェ・マリア』 

 
Daniel Christianto 

 

 
 Valentina Nova Aman 

 

    

   オープニングアクト 

バレエの子どもたちと歌手のみなさんとモーツァルトの「魔笛」から抜粋 

演奏家・WIC・施設の子ども達・お手伝い 

 

   

 

 

Yayasan Pendidikan Al muttaqin an Nursyahim(孤児院) 

チャリティコンサート キッズトライ 


