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ゲスト卓話＝加島繁君、高岡和也君
　　　　　　「会長・幹事任期を終えて」 ロータリー親睦活動月間 77.55%

「音楽との出合い」

こんにちは。本日の会長の時間は私の
「音楽との出合い」についての話です。
ロータリーの例会が始まる前、入来さ
んがピアノで奏でるクラッシック、ポピュ
ラー、映画音楽、外国の唱歌などは音楽好
きな私にとって、とても心地よいひと時になっています。
私の両親は奄美出身でしたので、奄美から大阪や東京
へ向かう親戚や知人が我が家へ立ち寄り、たびたびにぎ
やかに食事会が行われていました。ジャミセンを弾く人、
島唄を歌う人、踊る人と毎回盛り上がっていました。
また親戚のお姉さんや６つ上の兄のレコードを聴かせ
てもらうのが楽しみな少年時代でした。そんな環境でし
たので自然と音楽、特にポピュラー、ロックを好きにな
りました。
ここで、ロックが誕生するまでをご紹介したいと思い
ます。1919 年デキシーランドジャズがアメリカからイギ
リスにわたりジャズブームが訪れ、30 年代デュークエリ
ントンやルイ・アームストロングと言った大物がイギリ
スツアーを行い「本物」の神髄を見せつけ、イギリスで
再度ジャズブームが起こりました。
その後 50 年代に入り、アメリカで演奏されていた黒
人音楽であるブルースからリズム＆ブルースが生まれ、
白人音楽であるカントリー・ミュージックのビートや
ハーモニーと混ざり合った結果、ロック・ミュージック
は生まれました。
60 年代になり、アメリカではエルビス・プレスリーの
出現により「ハートブレイク・ホテル」のリズムの斬新
さが大ヒットし、チャックベリーのブラック・ミュージッ
クと合わせてロックとしてアメリカの若者を虜にしてい
きました。その後、アメリカを起点にイギリスを含むヨー
ロッパから日本までほとんど時差のない状態で大流行
し、日本ではロカビリーとして愛され日本語でのポップ
スが大人気になりました。

多くのミュージシャンがエルビスによってカルチャー
ショックを受け、音楽人生を変えられました。イギリス
ではクリフ・リチャード＆ザ・シャドーズが新しいスタ
イルを築き、ソロ歌手よりグループ（バンド）志向が増
え、白人、黒人を問わずバンドによる音楽が主流となり、
音楽業界に変化をもたらしました。
そしてついに私がともに年を重ねることになる、ビー
トルズ、ローリングストンズやハーマンズ・ハ―ミッツ、
ビーチボーイズなどアメリカやイギリスのバンドが続々
登場してきました。この頃の音楽との出会いは私にとっ
てかけがえのないものとなりました。
すでに 80 歳に近いポール・マッカートニーもミック・
ジャガーも私の中では少しも色あせておらず、あこがれ
の大スターが今でも現役で音楽を作り続けてくれている
ことに感謝しています。
思い返せば、高校時代どうしてもレコードやステレオ
がほしくて、酒屋や看板屋で放課後や休日にアルバイト
をした懐かしい思い出でがあります。
あれから 50 年、68 歳になっても、車での移動中はも
ちろん、家でも時間があればヘッドホンでレコードや、
ユ―チューブと音楽を聞いています。
特に、ユーチューブは流行りの音楽もさることながら、
若かりし頃のミュージシャンを見られるのでまさに至福
の時です。最近では妻が聴覚に影響するのを心配します
ので少々ボリュームを下げますが、この楽しみだけはや
められません。
音楽は時に心に訴え、時に安らぎや勇気を与えてくれま
す。アスリートが音楽によってメンタルをコントロールす
るのは有名ですが、近年、アスリートの間で「勝ち歌」と
して勝負の前に自分好みの音楽を聴く人が増えています。
私の場合、仕事やプライベートで落ち込んだ時を空腹
に例えるならば、音楽の力で腹六分ぐらいにはなれるこ
とがあります。基本、単純だという事でしょうか。
さすがに最近では、新しい音楽に心踊る曲が少なく
なってきましたが、まだまだ良い出会いはあります。今、
気になるミュージシャンは「あいみょん」です。
会長の時間を終わります。
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ゲスト卓話

鹿児島市政について
～新しい時代に対応する鹿児島市の創造に向けて～

鹿児島市長　下鶴　隆央

皆さま方におかれましては、それぞれの
お立場で、そして鹿児島の地域経済の真ん
中でご活躍されるとともに、奉仕の精神に
基づき、様々な社会貢献活動を積極的に展

開されておられますことに、深く敬意を表します。
また、市政の各面にわたり、ご理解とご協力を賜って
おりますことに、心から感謝申し上げます。
まず、新型コロナについては、６月 20 日まで、約 1
か月間にわたる時短要請を実施いたしました。飲食店の
皆さまのご協力に感謝するとともに、大変ご迷惑をおか
けしたと思っております。
ワクチンの接種については、これまでに 65 歳以上の
皆さまに接種券を送付し、６月 11 日時点で予約率は約
８割となっており、６月末から 64 歳以下の方に順次接
種券を送付する予定としております。事業主の方におか

加島　繁

６月



ロータリーソング：「我等の生業」
職業宣言唱和：5・6
ゲスト紹介：卓話ゲスト＝
鹿児島市長　下鶴　隆央（しもづる　たかお）様
鹿児島市役所秘書課　課長　内村　賢一（うちむら　けんいち）様
鹿児島市役所政策推進課　　濵﨑　貴吏（はまさき　たかし）様
米山記念奨学生　陳珂雨（ちん　かう）様
食事：「本日の演奏」
会長の時間：会長　加島　繁君　
奨学金支給：陳　珂雨（ちん　かう）様
会務報告：幹事　高岡　和也君
1）本日の配布　　①週報　　
2）�2022 年度ヒューストン国際大会の登録受付が開始されま
した。現在のところ開催予定。

　詳細は、事務局までお尋ねください。
3）６/27（日）RCC例会　氏名出席者→加島、高岡　各会員
4）本日新旧合同理事会、次期委員長会議開催　
　新旧合同理事会�18：00 ～、次期委員長会議�18：30 ～　
　場所：グランセレッソ鹿児島　きずな

5）�次週６/28（月）例会プログラム「会長・幹事　任期を終えて」
例会終了後、会長幹事慰労会
時間 18：30 ～　場所：グランセレッソ鹿児島　きずな
出席報：出席委員会　　　　　
スマイルボックス：親睦委員会
委員会報告�
卓話：1、市長入場　2、ゲスト紹介　竹添　寛君
　　　3、ゲスト卓話　下鶴　隆央市長
　　　テーマ：「鹿児島市政について
　　　～新しい時代に対応する鹿児島市の創造に向けて～」
　　　�4、謝辞　　　加島　繁会長

次回例会　令和３年 7 月 5 日（月）

会員卓話＝橋元　隆 君、下村　哲也 君
「会長・幹事 就任の挨拶」

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2015回例会 55名 37名 77.55%
前々回（6月7日）の補正 55名 36名 78.26%
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本日の曲目：野ばら・われは海の子・ムーンリバー� 演奏：入来慶子

ゲスト紹介
竹添　寛 君

れましては、従業員で接種を希望される方には、接種が
休日に集中しないよう、平日の接種にご協力をいただき
ますようお願いいたします。市民の方全員が接種を希望
した場合、11 月末には完了できるよう、全市的な体制で
取り組んでまいります。
さて、私たちを取り巻く時代の潮流に目を向けますと、
人口減少の進行をはじめ、人々の行動・価値観の変化、
デジタル化の進展など、時代は大きく変化しております。
私は、観光面や産業支援など、コロナの先を見据えた

経済発展の基盤づくりに取り組むとともに、ＤＸの推進
など、時代の変化を的確に捉え、「市民のための市政」
を基本に、将来においても本市が持続的に発展していく
ことを目指し、市民の皆さまに丁寧に耳を傾け、情報を
届ける中で、その信頼を確かなものにしつつ、ともに力
を合わせながら、全力で市政運営を進めてまいる決意で
あります。
引き続き、皆さまのご理解・ご協力を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

●海江田　順三郎君／先週、NHKのテレビ番組で、鹿児島大空
襲の体験談が放映されましたのでスマイルをいたします。
●竹添　寛君／先週 16日、17日と父の通夜、告別式に関して、
大勢の会員や元会員の皆様、並びに本日ゲストの下鶴隆央鹿児
島市長にもご参列頂きありがとうございました。お蔭様で父に
対して少しは親孝行ができたかと思います。ご縁頂いた多くの
皆様に感謝の気持ちを込めてスマイルさせて頂きます。

●平山　勢津子君／お誕生祝いありがとうございました。長く
お休みしてすみません。今年 65才になる私はギリギリで高齢者
のお仲間に入れてもらい若い方より少し早くワクチンをうつこ
とができました。自分の年令がうれしかったのはここ数十年で
はじめてです！コロナの収束を願いつつ今年１年も前向きに頑
張っていきたいです。
●吉村　隆博君／皆様、お久しぶりです !!
●志賀　啓一君／結婚記念祝ありがとうございます。出席でき
ず申し訳ありません。

6月21日のスマイル　小計 23,000円　2020〜2021年度　累計 638,718円

定例理事会議事録
議　題
1）�6・7 月例会プログ
ラム及び行事予定
（添付資料）��…承認
2）�会計報告（別紙明細）
………………��承認

① 5月度試算表について
②�年度末残金処理につ
いて（5月末残金）

・特別徴収金 633,500 円
　…………�一般会計へ
・運営特別会計 1,256,805 円
　�次年度繰越（会津若
松西 RC との盟約 25
周年事業時使用）

3）�中原　勲会員、出席免除申請について�………………… 承認
4）�稲留会員地区人頭分担金免除申請について（添付資料）�… 承認
5）次年度について（添付資料）
①次年度クラブテーマについて
　………………… �「愛をもって行動し、実践しよう！」を承認。
②予算について
　��社会奉仕委員会の予算を 10 万円から 19 万円に修正の上、承認。
③行事予定について
　�行事予定表案、学習会予定表、RCC氏名出席者表の通り承認。
④会費について（添付資料）�次年度上期限定で減額することを承認。
⑤年輪会の役付きについて�……………加島前会長の就任を承認。
6）細則修正について（添付資料）�…………………………… 承認
7）その他
①次回定例理事会について　2021年 7月 5日（月）例会後～開聞
②次年度お誕生日・結婚御祝品について
　結婚記念日：城山ストア商品券（2,000 円）
　誕生日　　：瀬戸口精肉店商品券（2,000 円）
　　　　　　　※従前のように商品を指定しない商品券とする。

会議名
場　所

新旧合同理事会
ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｾﾚｯｿ鹿児島　きずな

日　時 2021 年 6 月 21 日（月）18：00 ～

出席者

◎加島　繁・◎高岡　和也
◎橋元　隆・◎下村　哲也
川路　理幸・◎田中　和俊
中間　貴志・◎坂元　直人
◎栫　浩多郎・下　隆治
◎竹添　寛・○松元　まや
○小福田　博・○宮脇　謙舟
○吉田　健朗・○丸山　健太郎

欠席者

　　　　　　　　  ◎新旧理事　○新理事


