
例会場：ホテルプラザ勝川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【洋食ランチ形式】 

★愛ポークステーキ リンゴのコンフィチュール ノワゼットソース 

自家製ポテトサラダ 

冷製コーンポタージュスープ 

ご飯 

デザート 

コーヒー 
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例会場：ホテルプラザ勝川 

2022年 8月 5日（金）2521回（8月第 1例会） 

本日のプログラム 
司会  会場委員会

・点鐘                            会長 加藤 宗生君 

・国歌       「君が代」 

・ROTARY SONG   「四つのテスト」 

・ビジター・ゲスト紹介             会長 加藤 宗生君 

     2022-23年度地区大会幹事           冨田 真規君 

     2022-23年度地区大会実行委員         赤井 俊二君 

          米山奨学生                 劉  履壮様 

     青少年交換留学生              谷口 怜美様 

                          谷口 仁恵様 

・米山奨学金授与 

・マルチプル・ポールハリスフェロー授与        古屋 義夫君 

・米山功労者授与                会長 加藤 宗生君              

・地区大会 PR 

・委員会報告 

・会長挨拶                          会長 加藤 宗生君 

・入会式                       鈴木 克幸君 

・卓話        青少年交換留学生        谷口 怜美様      

・幹事報告                         幹事 下田 育雄君 

 

 

 
例
会
予
定 

8 月 12日（金） 8 月 19日（金） 8 月 26日（金） 9 月 2 日（金） 

 祝福 例会 12：30～ 第 3回理事会 11：15～ 

   休会 卓話 菱川 一馬君 卓話 加藤 茂君 例会 12：30～ 

     伊藤 正之君 卓話  
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先週の記録 

会長挨拶         会長 加藤 宗生君 

皆さんこんにちは。小牧ロータリークラブ会長、

幹事様ようこそ春日井へお越しくださり、ありがと

うございます。 

私と古屋エレクとは先日、地区のクラブ活性化セ

ミナーに参加してきました。ガバナーの卓話で一番

の活動方針はやはり会員増強でした。その中でも、

女性会員の増強ということでした。 

 私が訪問したクラブでは、名古屋城北ロータリー

クラブさんが女性会員 5 名、小牧ロータリークラブ

さんが 3 名ということでした。春日井も女性会員を

もっと増やしていきたいと考えております。 

 その後、グループごとにディスカッションを行い、

DEI について勉強しました。DEI とは多様性、公平

さ、開放性のことです。 

以上で私の挨拶とさせていただきます。有難うご

ざいました。 

 

幹事報告        幹事  下田 育雄君 

1． 例会の開催方法について 

本日は小牧 RC の会長・幹事をお迎えしており

ますので、円卓としております。次週以降もまん

延防止等重点措置が出た場合にはスクール形式、

緊急事態宣言が出た場合には完全ズームでの開

催を考えております。感染防止対策には十分に

気をつけたいと思いますが、心配の方はズーム

でご参加ください。 

2． 次週 8 月 1 日、8 月 5 日と地区の補助金事業の

セミナーがあります。速水副幹事にご参加いた

だきます。 

3． 次週 8 月 5 日は地区大会の PR で、地区の方か

ら PR にお越しいただきます。また、鈴木君の入

会式を予定しております。 

4． 8 月 5 日の例会は、先立ちまして理事会があり

ます。対象者の方はお忘れないようにお願い致

します。 

 また、この日のプログラムは青少年交換留学

生の谷口さんから卓話を頂くことになっていま

す。 

8 月 12 日は休会です。 

8 月 19 日は菱川くんから卓話を頂きます。 

8月 26日は加藤茂君と伊藤正之くんの卓話を予

定しております。 

 

出席報告        委員長 下別府正樹君 

会員 51名 出席 35名 出席率 68.6% 

先々週の修正出席 出席 51名 出席率 100.0% 

 

ニコボックス報告    委員長 下別府正樹君 

○春日井ロータリークラブの皆様、

本日はよろしくお願いします。 

小牧 RC会長 

社本寿美男君 

○春日井ロータリークラブの皆様、

本日はよろしくお願いします。 

小牧 RC幹事 

佐藤大五郎君 

○小牧ロータリークラブ会長・幹事

様 ようこそ春日井へ。 

加藤 宗生君 

○火曜日から、会社の表彰式に行っ

てきました。札幌・小樽と一人、ひ

とり、ひとりの旅を楽しんできま

した。ひとりです！！ 

下田 育雄君 

○息子が結婚して家族が増えまし

た。コロナも天気もギリギリセー

フでした。 

杤本 正樹君 

○小牧 RC の会長・幹事をお迎えし

て。 

大原 泰昭君 

○小牧 RC の会長・幹事をお迎えし

て。 

加藤 茂君 

○小牧 RCの皆様 カンゲーです。 和田 了司君 

○いつも、にこやかな太田さん。卓

話大変大変楽しみです。 

古屋 義夫君 

○先日、家内の誕生祝いをいただき

ました。ありがとう。 

場々大刀雄君 

○ガバナー月信 21 ページご覧くだ

さい。 

青山 博徳君 

○IDM 御参加ありがとうございまし

た。 

三上 努君 

○昨日は三上様に御世話になりま

した。 

清水 勲君 

○三上さん ありがとう。そして、

ごちそうさまでした。 

山田 治君 

○太田さん“弾き語り”を是非聴か

せて下さい！ 

大西 信之君 

○いつもご苦労様。今日はお姫様

で。 

松尾 隆徳君 



○太田英美さんの卓話を楽しみに

しています。 

川瀬 治通君 

○太田さんの卓話を聞く喜び

で！！ 

近藤 太門君 

○太田さんの卓話が聞けるよろこ

びで！！ 

速水 敬志君 

○太田さんの卓話たのしみです。 成瀬 浩康君 

○本日の太田英美さんの卓話を楽しみにしておりま

す。 

岩村 幸正君 小川  長君 梅村 守君 

加藤 昭博君 北  健司君 下別府正樹君 

社本 太郎君 峠 テル子君 村瀬 昌史君 

 

○ご協力ありがとうございます。 

出席・ニコボックス委員会 

卓話              太田 英美様 

みなさん、こんにちは！いつも春日井ロータリ

ークラブ様でのエレクトーン演奏をさせて頂いて

おります、太田英美です。春日井ロータリークラ

ブ様で演奏をさせて頂くことになり、早 2年が経

ちました。いつも皆様の卓話を楽しく聞かせて頂

いております。そんな自分もまさか卓話でお話を

させて頂くなんて思っておりませんでしたが、こ

のような場でお話をさせて頂く機会を頂きまし

て、誠にありがとうございます。 

    まず、改めて自己紹介を致します。1996年 1

月 3日生まれ、愛知県一宮市出身の太田英美と申

します。一宮市と合併する前は尾西市で、生まれ

も育ちも尾西市、現在も一宮市在住です。エレク

トーンを習っていた母の影響で、4歳の頃からエ

レクトーンを習い始め、小・中・高では毎年エレ

クトーンコンクールに出場し、多数入賞致しまし

た。エレクトーンを続けていくうちに、楽器・音

楽の魅力を感じるようになり、その後、名古屋音

楽大学音楽学部音楽学科電子オルガンコースを卒

業し、同大学院音楽研究科作曲専攻電子オルガン

を主席で修了致しました。大学入学時、在学中は

特待生となり、大学主催の演奏会にも多数出演さ

せて頂きました。 

    2019年に行われたヤマハ音楽振興会主催のエ

レクトーン作品コンテスト 2019では優秀賞を受

賞し、エレクトーンの月刊誌である月刊エレクト

ーン 2020年 9月号に楽譜が掲載されました。ヤ

マハ音楽振興会の YouTube 公式チャンネルに受賞

作品収録会での映像がアップされております。ヤ

マハホームページにもコメント、動画、楽譜、レ

ジストレーション等が掲載されておりますので、

もし宜しければご覧頂けたら嬉しいです。 

    2021年には、一宮市のアーティスト・イン・

レジデンスという取り組みに合格を頂き、一宮市

の登録アーティストとして自主文化事業やアウト

リーチ業を担わせて頂くものとなっております。 

 現在は一宮市の登録アーティストとして活動さ

せて頂きながら、愛知県を中心にカフェ、レスト

ラン、ホテル、ライブハウス、ショッピングモー

ル、イベント会場、学校、福祉施設等、場所を問

わずソロ演奏以外にもコラボレーション・伴奏な

ど幅広い演奏活動を展開させて頂いております。 

    現在、一般社団法人"PlaTEdgE"に音楽担当と

して 2020年から所属しており、8/24には国際芸

術祭「あいち 2022」の出演が決定しました。また

"和太鼓衆 SHIN"のメンバーとして、来年 1月 21

日に和太鼓衆 SHINの自主公演がパティオ知立で

行われます。 今後もまた皆様に演奏のお知らせ

をさせて頂けたらと思っております。 

    次に春日井ロータリークラブとのご縁につい

てお話させて頂きます。大学院 2年生の時にお声

掛け頂き、こちらの春日井ロータリークラブ様で

エレクトーンの演奏をさせて頂くことになりまし

た。歴史あるロータリークラブとのことですが、

当初から例会ではエレクトーンを使用されている

ということで驚きました。エレクトーンを所有し

ているとのことで、何と素晴らしいロータリーク

ラブなんだと感激致しました。このような素敵な

ご縁を頂き大変光栄です。 

    それではいつも演奏させて頂いているエレク

トーンについてお話させて頂きます。エレクトー

ンはフル・ボディ・ミュージック、全身で表現す

る音楽というコンセプトとして 1959年、ヤマハ

の楽器製作の粋を集めて誕生しました。エレクト

ーンには複数のモデルがあり、こちらにあるのは

ベーシックモデルと言われる基本的な機能が備わ

っているものです。エレクトーンは鍵盤が 3段あ

り、主に上鍵盤は右手で、下鍵盤は左手で、足鍵

盤は左足で演奏しています。足鍵盤に付いている

ペダルは音の強弱をコントロールしたり、右側に

付いているスイッチを蹴って音色を変えたりして

います。エレクトーンは自分一人で色々な楽器の

音を出すことができ、色々なジャンルの音楽を演

奏できる楽器です。ピアノと同じ鍵盤楽器です

が、何と 1000種類近くの音色を奏でることがで

きます。ですので、一人でオーケストラもビッグ

バンドもジャズもポップスもロックもエレクトロ

も何でも演奏することができます。 

    エレクトーンという楽器は客層に応じてどん

なジャンルの音楽でも演奏をすることができ、持

ち運び用のエレクトーンを所持しておりますの

で、どこにでも持ち運べます。イベントで場を盛

り上げて欲しい！会社の社歌・CMソング等を制作

したい！音楽と新しいコラボをしてみたい！と考

えていらっしゃる方がございましたら、いつでも

私太田英美にお声掛け頂けたら嬉しいです。 



    人生の様々な面では、いつも自分の近くには

音楽があり、気付けば音楽は自分にとってなくて

はならないものとなっていました。自分の人生の

中で辛いことがあったり悩んだりした時は、音楽

に携わることによって何度も助けられてきまし

た。今度は自分がずっと続けてきた音楽で、多く

の人に何かを届けられないか...そんな想いで

日々、演奏や作編曲をしています。イメージや感

動を与えられる音楽が人に働きかける影響力は非

常に大きく、音楽に触れる日常が当たり前になっ

ていますが、誰にとってもなくてはならないもの

だと思います。私は演奏することが何より大好き

です。演奏を通して、より多くの人に語りかけ、

また寄り添っていけるように、これからも日々精

進していきたいと思います。 

    そして最後に、春日井ロータリークラブの皆

様、いつも気さくに話し掛けて下さり、温かく接

して下さり本当にありがとうございます。これか

らも皆様にエレクトーンの生演奏をお楽しみ頂け

るようお届けさせて頂けたらと思っております。

まだまだ未熟者ではございますが、今後ともどう

ぞ宜しくお願い致します。拙いお話だったとはご

ざいますが、この度は卓話という貴重な場とお時

間を頂き、本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 公共イメージ委員長 速水 敬志君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶 加藤 宗生君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小牧ロータリークラブ 会長 社本寿美男君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小牧ロータリークラブ 幹事 佐藤大五郎君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話者紹介 川瀬 治通君 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話  太田 英美様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 下田 育雄君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


