
■公益法人ジェスク音楽文化振興会　事務局長
　井上　宝子

　「霧島国際音楽祭」が始まったのは
１９８０年。当時の東ドイツのバイオリ
ニスト、ゲルハルト・ボッセさんや鹿児
島の音楽関係者の尽力と、鹿児島の皆さ
んの協力やボランティアに支えられて始
まった音楽祭です。
　最初は、霧島のユースホステルやホテ
ルの一室でコンサートや受講生の指導が
行われていたそうですが、今や、皆さんのご支援によっ
て、日本でも指折りの伝統をもつ音楽祭となり、心から感
謝いたしております。また、鹿児島中央ロータリーの皆様
は、霧島国際音楽祭の名前を知っているという方が多く、
大変うれしく存じます。
　この音楽祭の主催は、鹿児島県と鹿児島県文化振興財
団、そして私どもの財団（ジェスク音楽文化振興会）で、
日本では「草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティバ
ル」と並んで、伝統ある音楽祭と言えます。予算規模で言
えば、北海道の「パシフィック・ミュージック・フェス
ティバル」やお隣り「宮崎国際音楽祭」には及びません
が、内容の充実度においては「霧島国際音楽祭」は引けを

とりません。それは毎年来られる国
内外のトップアーチストの皆さん
の、この音楽祭に対する愛情が並々

ならぬものがあってのこと。それは霧島の大自然、そして
地元ボランティアの皆さんとの温もりあふれる交流などに
負うところ大きいように感じます。「トップアーチストた
ちの鹿児島愛がつまった音楽祭」そして「地域が一体と
なった音楽祭」というところが「霧島国際音楽祭」の特色
です。
　今年は３８回目。７月１９日から２週間あまり、霧島高
原のみやまコンセールをメイン会場として、離島を含めて
県内各地で、トップアーチストによる演奏会が４０回以上
開催されます。演奏場所はホールだけでなく、霧島神宮、
ザビエル教会、大隅横川駅の駅舎、磯の尚古集成館、霧島
の野趣あふれる旅館などさまざまです。今年のプログラム
の見どころを紹介いたしますと、ザビエル教会での鈴木優
人のオルガンと新国立劇場合唱団とのアンサンブル（７/
２５）、コーヒーのＣＭでおなじみの錦織健さんのテノー
ルリサイタル（７/２８）、ロシアの世界的なピアニス
ト、エリソ・ヴィルサラ－ゼさんのスーパーピアノリサイ
タル（７/２８）、ファイナルコンサート（８/６）は世界
の歌姫アンドレア・ロストさんのモーツアルト・プログラ
ムなどと盛りだくさんです。
　音楽祭の開催期間の２週間はもちろんですが、その前後
合わせると１ヶ月ほど霧島や鹿児島市に滞在します。ハプ
ニングや思うようにいかないこともあり、ばたばたするこ
ともありますが、国内外のトップアーチストの皆さんや地
元の皆さんとの交流が楽しく、私もすっかり鹿児島が大好
きになりました。そしてもう一つ、鹿児島で仕事をするま
では全く飲まなかったのですが、すっかり‘焼酎’のとり
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　季節はその足を一時も止めることなく
少しずつ確実に移ろうものだとつくづく
感じます。
　前回の例会は、四季ではまだ春。今日
の例会は、もう夏の始まり「立夏」です。
　今年は、新暦では５月５日から１９日
までを立夏といいます。蛙始鳴（かわず
はじめてなく）とありますが、カエルが
鳴き始める頃、春の終わりに田んぼで見かけたオタマジャ
クシたちは、初夏にはすっかり成長して眠れない程の大合
唱を聞かせてくれます。
　青蛙　おのれもペンキ　ぬりたてか

芥川龍之介
　いかにもなったばかり、まだヌルッとしたカエルを上手
に表現していますが、さすが知らない人はいない文学者で
すね。
　そして、こいのぼりが薫風（くんぷう）を受けて気持ち
よさそうに空を泳ぐ、のどかな季節です。
　地区研修・協議会が５月１４日（日）宮崎で開催されます。
青崎会長、小福田幹事エレクトをはじめ、次年度委員長さ
ん１４名の出席、委員会によっては、１３日、あるいは

１２日から乗り込みの方も多いのではないでしょうか。お
役目とは言え誠にご苦労様です。次年度の方針を理解しそ
れを実行に移して頂きたいと思います。
　この様に本格的な次年度に向けての動きが始まり、少し
はホッとするのかなと思っていましたが、最後のヤマが二
つあります。
　５月１０日、１１日　那覇西ＲＣ５５周年記念式典に本
坊会員を団長として６名、６月４日、５日は会津若松西Ｒ
Ｃ５５周年記念公開例会まだ参加者把握していませんが少
なくとも６～７名は出席したいと考えております。「どう
しようかな？」と考えておられる方は是非、踏ん切りをつ
けて会津に行きましょう。
　事実、中央ＲＣ４０周年記念式典祝賀会では、那覇西か
ら７名、会津から１１名の出席の実績がありまして、どち
らも下回った人数です。
　「お願い」ばかりではなく、「お返し」も必要な事と思い
ます。皆さんはどう、お考えになりますか。
　７月はもう青﨑年度となり余計な事ですが、今のうちに
申し上げます。
　セ釜山ＲＣからは会員９名、同伴者９名、合計１８名の
出席がありました。離就任式には、これを踏まえた上での
参加者を考えて頂きたいと思います。
　本日は以上で終わります。
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ラウンドテーブル　　担当：青少年委員会　　日時：５月８日（月）18:30～　　場所：ごはんのじかん
参加者：丸山・宮脇・丸元・是枝・吉田・尾辻・高岡・池脇・森園・稲留・川路　計11名

定例理事会議事録定例理事会議事録
議　題
１）5・6月例会プログラム及び行事

予定（添付資料）・・・・・以下
の変更の後承認
6月19日（月）興津ガバナー補佐公
式訪問例会予定
6月26日（月）例会を夜に変更のた
め
6/26予定の学習会を6/19例会後に、6/26予定のラウンドテーブ
ルを6/19に変更

２）会計報告（別紙明細）
　　①　４月度試算表について・・・承認
３）地区研修協議会について・・・承認
　　日時：平成29年5月14日（日）

　　場所：宮崎シーガイア
　　　　　14名参加予定
　　車：７名（海江田・椨・丸山・青﨑・小福田・下村・本村）
　　バス：７名（橋元・田中・池畠・宮脇・吉村・川路・上野）
４）会津若松西ＲＣ創立55周年記念公開例会について・・・承認
　　日　時：平成29年6月4日（日）　13：00～18：30
　　場　所：福島県立会津大学　講堂・学生ホール
　　登録料：10,000円
５）新旧合同理事会について
　　6/5（月）18:30～　ふぁみり庵与次郎（予定）
６）次期委員長会議について（次年度対応）
　　6/13（火）18:30～　場所未定
７）会長・幹事慰労会について（次年度対応）
　　6/26（月）18:30～　例会終了後　ホテルリブマックス
８）その他

　セ釜山RC離就任式　7/6～

会議名
場　所
日　時

出席者

定例理事会
山形屋７F　開聞
平成29年5月8日（月）
例会後　～　
丸山　修・青﨑　彰
吉田健朗・深野木信
田中和俊・川畑英樹
橋元　隆・新名主聡
高岡和也・宮脇謙舟
宇都和治・小福田博

こになってしましました。美味しい焼酎があったら是非、
紹介してください。（例会終了直後に、本坊様に‘あらわ
ざ’をいただき、何かおねだりしたような感じになってし
まいました…恐縮です。ありがとうございました）
　‘クラシックは敷居が高くてどうも…’という印象をお

持ちの方もいらしゃいますが、この音楽祭はいろいろな場
所で開催されており、是非お出かけになって、いつか耳に
したあの有名な名曲を生の演奏で聴いてみてください。本
日はこのような機会をいただき、ありがとうございまし
た。

クラブ奉仕フォーラム・100％出席例会
「地区協議会報告」

次 回 例 会　平成29年5月22日（月）

5月8日のスマイル  小計 24,000円　2016～2017年度　累計863,284円

●丸山　修君・吉田　健朗君／本日の卓話、ジェスク音楽文
化振興会事務局長井上宝子様、堤正浩様、ようこそおこし下
さいました。外部からは窺い知れない話など楽しみにして
おります。
　米山奨学生のアミナ・サリナ・モスさん、ようこそ中央
ロータリークラブへ。２年間勉強に励んで下さい。そして時
間をみつけロータリー行事にもご参加下さい。
●鹿児島城西ＲＣ　畠田　実君／鹿児島城西の畠田です。
メイキャップさせて下さい。宜しくお願いします。
●海江田　順三郎君／先週ＭＢＣテレビで、日中友好協会
のイベントに関して放映されましたので、スマイルさせて
頂きます。
●丸元　貞夫君／先々週、竹添さんの「ホテルグランセレッ
ソ鹿児島」では、立駐、空調、エレベーター、その他様々な工

事で大変御世話様になりました。感謝の気持ちでスマイル
します。
　福銀の久積様、御入会、御出席有難う御座居ます。一刻も
早く、立派なロータリアンにならんことを！
●福山　孝子君／本日は米山記念奨学生アミナ・サリナ・モ
スさんが本例会に初めて出席しています。アミナさんは鹿
児島大学水産学部博士課程農水圏資源環境科学専攻のバハ
マからの留学生です。今年４月から中央ロータリークラブ
がお世話クラブとして、私、不肖福山が２年間カウンセラー
として、努めます。会員の皆様！アミナさん共々よろしくお
願い致します！
●新名主　聡君／誕生日のお祝いをいただき、ありがとう
ございます。子どもの日をもちまして６１になりました。本
日のゲスト卓話、ジェスク音楽文化振興会の堤様、井上様、
よろしくお願いします。
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ロータリーソング：奉仕の理想」    　
職業宣言唱和：１・２
ゲスト紹介：ジェスク音楽文化振興会事務局長　井上　宝子様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堤　正浩様
　　　　　　米山記念奨学生　アミナ・サリナ・モス様
ビジター紹介：鹿児島市内分区ガバナー補佐　興津　立夫様　　
　　　　　　（鹿児島東南ＲＣ）
食事：「米山ランチ」
会長挨拶：会長　丸山　修君
入会式：久積　圭三君
　　　　推薦者の言葉⇒丸元貞夫君
　　　　ガバナー補佐よりバッジ贈呈
　　　　新入会員⇒福岡銀行鹿児島営業部執行役員鹿児島営業部長
　　　　　　　　　久積　圭三君
　　　　　　　　　職業分類：銀行　　　所属委員会：親睦
奨学金支給：アミナ・サリナ・モス様
誕生日お祝い：坂元　直人君（2日）　新名主　聡君（５日）
　　　　　　　尾辻　章宣君（13日）
会務報告：幹事　吉田　健朗君
１）本日の配布　①月信　５月号　 ②卓話資料
　　　　　　　　③東南ＲＣイベントチラシ
　　　　　　　　④次年度名簿用紙（確認後、受付へ提出お願いいたします）
２）地区研修協議会開催
　　5/14（日）　宮崎シーガイア
　　参加者　　14名
　　（海江田・椨・丸山・青﨑・小福田・橋元・田中・池畠・宮脇・本村・下村・吉村・川路・上野）

　　☆集合日時・場所：5/14（日）　午前7時　鹿児島中央駅西口広場
３）ＲＡＣ例会　5/10（水）20：00～21：00　リバティークラブ
　　指名出席者⇒尾堂・平山・海江田　各会員
４）ＲＣＣ例会　5/14（日）11：00～　鹿児島市中央公園
　　指名出席者⇒海江田・椨・石塚　各会員
５）本日定例理事会開催　　例会終了後　　於：開聞
６）本日　18：30～　ラウンドテーブル開催
　　於：ごはんのじかん　　担当：青少年委員会
７）次週　5/15（月）例会プログラム「青少年奉仕フォーラム」
広報雑誌・ＩＴ委員会：友のみどころ
出席報告：出席委員会 　　　
スマイルボックス：親睦委員会
委員会報告 
３分間情報：興津ガバナー補佐　東南ＲＣイベントＰＲ
卓話：卓話者紹介　プログラム委員長　新名主　聡
　　　ジェスク音楽文化振興会事務局長　井上　宝子様　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堤　正浩様
　　　～夏の祭典「霧島国際音楽祭」の魅力～

第1853回例会
前々回（4月17日）の補正

58名
57名

42名
38名

80.77%
76.00%

出席報告 会員数 出席数 出席率


