
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1468回 （本年度 第 14回） 

令和 2年 1月 9日（木）  
 

点  鐘  徳安 久是 会 長 

司  会   内藤 松雄 会場監督 

唱  和 「君が代」「奉仕の理想」 

会員出席報告   

欠席者：神谷会員、神林会員、坂口会員、髙木会員、渡久地会員 

 

お客様紹介  
 

◆ゲストスピーカー  
音の教室カリヨン 主宰 平松あずさ様 

      齋藤規予美様 三浦 千春様 
◆二村 政毅 様（ 福岡城東ＲＣ ） 

◆韓  喬  君（ 米山奨学生 ）  
 

会員お祝い 市川 功一 副会長  

お誕生日おめでとうございます‼ 

・河合 束会員（1 月 27 日生） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓 話「音の教室カリヨン」平松あずさ様 

この教室は 2000 年に開園、今年が 20 周年です。私

が大学を卒業してすぐ始めました。小さいときは引

っ込み思案な子供だったのですが歌を歌うことは好

きでした。歌を歌うことで私は前に進むことができ

ました。そして歌を仕事にしようと思った時に、世

の中に歌の教室は無かったのです。合唱団はあって

も歌が好きになる教室はどこにもなくて、自信を持

てるような教室はどういうものか、考えた時に、技

術を延ば

すのでは

なく得意

なものを

発見する

教室を作

ろうと思

い、大学を

卒業して

からそれ

を作った

のです。そんな教室はどこにもないので手探り状態

だった。歌を好きになるにはどうしたらいいのかな

と思って絵本に音楽を付けることにしました。絵本

に入り込んでいってその登場人物になって歌たり踊

ったりすることにより子供の表現力が凄く育ってい

く。それが 20 年前の一冊からスタートしました。一

番最初はコンサートをやって教室を PR。その時 6 人

の子供たちからスタートし、今は 130 人くらいにな

っています。 

いま小さい子は 0 歳から年長さんまで絵本を使った

レッスンをしています。歌う、つくる、遊ぶ、演じ

るというふうに分け、小学生はミュージカルを歌っ

ています。説明だけでは良く分からないと思うので、

私たちの活動の動画をお見せします。こんな教室が

川崎市にあるんだな、ということを感じていただけ

ればと思います。 

 ここに出

ていなかっ

たのですが、

震災を機に

コンサート

を行い、収

益金を気仙

沼の小学校

などに寄付

をしました。

見てお分かりのように子供たちが本当に楽しそうに

している姿が見られますが、今受験とか塾とかで子

供たちが忙しく、なかなか自分が何に向いているか、

将来どういう人になったらいいのか迷っている子供

が凄く多いです。その中で当教室に子供を送る親御

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

26 名 18 名 ８名  78.26％ 

前々回(12 月 5 日)欠席 12 名 Make up 4 名  75.00％ 

 

 
 

 

川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 第１木曜日 PM12:30～ 第３木曜日 AM7:30～ TEL:044-711-8855 
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『ロータリーは世界をつなぐ』 Rotary Connects the World 

ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー 第２５９０地区ガバナー 轟 淳次 



さんはそのことをいつも思っている親御さんばかり

です。今地域でこれをどんどん広げて行こうと私は

絵本を作りました。 

それが「まこちゃんのドロップス」で CD が付いて

いて私と子供

たちが歌って

いるものが付

いているので

すが、この絵本

を全国に広め

ようよ、と言っ

てくれたユニ

バーサルミュ

ージックさん

と共同で作り 2 年がたち、全国で発売しています。

これを絵本だけでなくメソッドと共に伝えたいと思

い、保育士に向けて保育園でこれをどう使っていく

か研修をやっています。いま板橋区と渋谷区、川崎

区、多摩区で保育園の先生向けに研修をしています。

100 人くらいの先生と研修していますが、絶対いい  

と思っているので全国に広まることを願っています。 

せっかくの機会なので「音楽絵本」がどういうもの

なのかピアノの先生と一緒に実演したいと思います。 

この絵本を基に各地で研修を行っています。私たち

の目標はこれを全国に広めることですので是非応援

してください。今日はありがとうございました。 

 

ニコニコ報告   

◆徳安 久是会長・宮崎 玲児幹事 

 おめでとうございます。春のような気候、インフルエ

ンザの流行、くれぐれもご体調管理お整え下さい。 
 
◆市川 功一会員 

カリヨン代表の平松さん、今日は新年早々ありがとう

ございます。お話し楽しみにしております。  
◆髙瀬 建夫会員 

日々是好日、今年も楽しく。  
◆井元 雄一会員 

あけましておめでとうございます。お正月で少し体重

が増えてしまった方に向けて、新しい肉体改造ダイエ

ットプログラムをはじめました。当社のお客様向けの

プログラムですが、ロータリーの方もご希望の方はぜ

ひどうぞ。参加締切は、明日になっています。 

年始のごあいさつ、書面でさせて頂きます。本年もよ

ろしくお願い致します。  
◆青少年奉仕委員会 

去る１２月２２日等々力陸上競技場まで、少年ラグビ

ーの大会、「アゼリアカップ」に行ってまいりました。

幼稚園児から中学生まで、数多くの子どもたちが汗を

流す光景に感動致しました。  
◆親睦委員会一同 

新年あけましておめでとうございます。本日のゲスト

スピーカー平松あずさ様よろしくお願い致します。  
◆ＳＡＡ一同 

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお

願いします。ゲストスピーカー、音の教室カリヨン主

宰、平松あずさ様、斉藤きよみ様、三浦ちはる様、よう

こそおいで下さいました。会員一同楽しみにしておりま

した。よろしくお願いいたします。 
 

◆「みんなニコニコ」 
 
小泉 正博会員・河合 束会員・鈴木 次男会員 

山本  剛会員・藤村 伸一会員 

 

 

会長報告 徳安 久是 会長（１月 16日） 

１．第 2 グループ会長･幹事会の報告 
 
 

幹事報告 宮崎 玲児 幹事（１月 16日） 

１．地区からの来信１．地区からの来信 

①第２弾 ＲＬＩ（ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会） 

パートⅠ 開催のご案内が届いております。 

  日時：2020 年 2 月 24 日(月･祝) 8：30-17：00  

場所：聖光学院中学高等学校  

 ※出席対象者:会長､会長ｴﾚｸﾄ､幹事､ﾛｰﾀﾘｰを一層 

理解したい方､将来有望な若手･中堅の会員の方々 

※ご案内状ポスティング 
 
②第50回ローターアクト年次大会開催のご案内が

届いております。 

 日時：2020 年 2 月 23 日(日)13：30-18：00 

 場所：ホテル プラム    登録料：7,000 円 
 
③ホノルル国際大会日本人朝食会のご案内が届い

ております。 

 日時：2020 年 6 月 7 日(日) 6：45～8：15 

 会場：シェラトン・ワイキキホテル ボール 

ルーム  会費：8,000 円 

※参加ご希望の方は、幹事までお知らせ下さい。 
 
④横浜東 RAC より、例会のご案内  

 2020 年 1 月 22 日(水) 20：00-21：30   

於：ホテルキャメロットジャパン 

 

２． 他クラブ例会臨時変更 

●新川崎 RC  

1 月 22 日(水) 職場訪問例会  

麒麟ビール工場見学後、川崎ﾀﾞｲｽ「煌蘭」 

1 月 29 日・2 月 19 日(水)  休会 

2 月 12 日⇒14 日(金)  川崎幸 RC との 

合同例会 川崎日航ﾎﾃﾙ 点鐘 18：00 

●川崎北 RC  

1 月 29 日⇒27 日(月)  第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 6RC 

合同例会 ﾎﾃﾙ精養軒 点鐘 18：00 

3 月 4 日(水) 創立 60 周年記念式典 

ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ 点鐘 15：00 

3 月 11 日(水) 休会 

 

３．他クラブ会報の回覧  川崎宮前 RC 

ニコニコボックス 本日 13,000 円 累計 267,500 円 

記念日ニコニコ 本日    5,000 円 累計 55,000 円 


