
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1486回 （本年度 第 5回） 

令和 2年 9月 3日（木）  
 

点  鐘  小林 正樹 会 長 

司  会   内藤 松雄 会場監督 

斉  唱 「君が代」「奉仕の理想」   

※コロナ感染予防のためＣＤのみ 
 

会員出席報告 藤村 伸一 出席･親睦委員 

 
欠席者：今井会員、宮崎会員、坂本会員、坂口会員、髙木会員 

 

お客様紹介   
◆ゲストスピーカー 
 磯野 共余様（横浜あざみ RC 会長） 
 
◆小川 湧三様（川崎鷺沼 RC） 

 
◆ムカダス ムキタル様（米山奨学生） 

 

会員お祝い  

おめでとうございます♪ 小泉 正博 会員  

小林 正樹 会員 

 

卓  話 NPO 法人 Heart&Earth 代表 
 

磯野 共余様「地球の子供たちへの贈り物」 
 

私は静岡県伊東市で生まれました。四人家族で銀

行員だった父は私が小学校の時銀行を辞め旅館業を

始めました。開業医の兄は伊東西 RC の会員です。

私は小さい時からピアノを習い、親の強い希望もあ

り音楽大学に進みました。才能のある人たちに囲ま

れて自己肯定感が下がり卒業と同時に音楽から遠ざ

かるという青春時代を過ごしました。 

 

その後結婚し普通

の主婦をしていた

2013 年 10 月 23 日、

その日は忘れもしな

い日で9時過ぎ出かけ

るためにお化粧をし

ていました。そうした

らフッと 4，5 歳くら

いの男の子の顔が浮

かんで目がぱっちり、

薄汚れた洋服を着ていました。そのときこの子たち

を音楽で笑顔にしたい、そんな感覚に会ってこれを

やらなければ死ねない、涙があふれ体が震えたのを

覚えています。 

それから私の生活は 180 度変化して、見えない力

に押されるように英語も話せない、途上国にも行っ

たことのない私が 50を過ぎてから活動を始め 2年後

NPO 法人を立ち上げました。そこには 2 つの軸があ

って世界の子供たちと交流をすることと、子供たち

の自立心を育てること。そのビジョンは未来を担う

子供たちが安心して暮らせる地球を作ること。その

ために私は音楽で世界を繋げて子供たちの心を豊か

にする。私の好きな言葉は「地球の子供たちへの贈り

物」。 

では 6 年間の活動を紹介します。2014 年から私は

もう一度音楽と向き合ってキーボードを担ぎカンボ

ジア、バングラデシュ、タイなどで子供たちと交流し

ました。2016 年にはウガンダの山奥までキーボード

を見るのが初めてという子供たちとの交流を広げま

した。ジンバブエでは鍵盤ハーモニカを使って子供

たちといろいろ遊んだり、平和について考えるワー

クに参加したり。 

2014、2019 年はバングラデシュに行きました。スト

リートチルドレンが 100 万人、ゴミ置き場で手足の

ない人が物乞いをする姿を目にしました。 

あるとき私は、私自身が交流するのではなく子供

たちを交流させたいなと思うようになりました。そ

こで伊東市の協力をいただき 2017、2019 年と交流

祭を開催しました。皆で歌ったり踊ったり地元の中

学生や合唱団と交流したり楽しい時間を過ごしまし

た。この様々な経験を通して私も成長し、これから人

生をかけてやりたいことが明確になりました。世界

の子供をハーモニーで繋げたい。そのためにアース・

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２３名 １６名 ７名 ７６.１９％ 

前々回(8 月 6 日) 欠席 8 名 Make up 1 名 ８０.００％ 

 

 
 

 

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 AM7:15～ TEL:044-711-8855 
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事務所・〒211-0063 川崎市中原区小杉町 3-70-4 ホーユウパレス武蔵小杉 104 
TEL.044-722-7282 FAX.044-722-0066 E-mail:info@nakahara-rc.com 

 

『ロータリーは機会の扉を開く』 Rotary Opens Opportunities 

ＲＩ会長 ホルガー・クナーク 第２５９０地区ガバナー 吉田 隆男 

井元雄一会員ワンポイント 

エクササイズ 

猫背も解消！ 

簡単ストレッチ 

｢背中で合掌！｣ 



ハーモニー・プロジェクトを立ち上げました。五大

陸で 5 つの曲を完成させ、これらを併せると一つの

ハーモニーになります。宇宙をテーマにしたユニバ

ーサル・メロディを作りたいと思います。そして学

校に国歌があるように国に国家があるように、地球

を代表する歌として世界の子供たちで大合唱して美

しい音色で世界の子供たちを繋げたい。この響きが

世界を包むとき人々の意識が共鳴し平和な世界が実

現する、私をそう信じて活動を続けます。もう一つ

の夢は、平和基金を設立して寄付を集めること。

2022 年にはアースハーモニーを世界同時配信する

ため準備を進めていきます。もし興味のある方は一

緒に歌いませんか？そして一口 1000 円の基金を集

め始めていますのでよろしくお願いします。 
 

ニコニコ報告   
 
◆磯野 共余 様（横浜あざみ RC） 

 横浜あざみ RCから参りました磯野と申します。 

今日は、音楽活動の卓話をさせて頂きます。 

緊張しておりますがどうぞ宜しくお願い致します。 
 
◆小川 湧三 様（川崎鷺沼 RC） 
 昼例会楽しみにしています。 
 
◆洪 征治 様（川崎北 RC）ニコニコのみ 
 新城鈴虫愛好会の洪です。お世話になります。 

かわさき鈴虫祭り賛助会員募集のお願いに参りま

した。今年の鈴虫祭りは、コロナの影響で休止と

なりましたが、役所関係等と休止を知らずにお集

まりいただいた方には 8月 23日（日）に鈴虫をお

配りしました。宜しくお願い致します。 
 
◆小林正樹会長・神谷 直幹事 

 天気が安定しませんね。蒸し暑い日が続きますが

ご自愛ください。 

 磯野共余さん、卓話楽しみにしております。 
 
◆市川 功一会員 
 先日の父の葬儀の際には、多くの会員の皆様にご
会葬いただきありがとうございました。 

 
◆SAA一同 
 横浜あざみ RC会長の磯野様、ようこそおいで下さ

いました。本日は宜しくお願い致します。 
 
◆「みんなニコニコ」 
 磯野様、卓話楽しみにしています。  
小泉 正博会員・徳安 久是会員・島田 叔昌会員 

山本  剛会員・若狭 滋則会員・MR.SUZUKI会員 

江口  進会員・藤村 伸一会員・神林 久雄会員 

 

 

 

 

 

 

 

会長報告 小林 正樹 会長（９月１７日） 

１．吉田隆男ガバナーより、公式訪問の礼状を頂戴し

ております。 
 
２．中原区民祭実行委員会より、本年度の区民祭は 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため「中止」

との文書が届いております。  
 

幹事報告 神谷 直 幹事（９月１７日） 

１．地区からの来信 

 ①2020学年度米山カウンセラー研修会開催ご案内 

  日時：2020 年 10 月 5 日(月) 15：00-17：00  

場所：メモワールプラザソシア 21 

 ※市川カウンセラー、ご出席お願いいたします。 
 
 ②地区Ｒ財団セミナー開催のご案内 

  日時：2020 年 10 月 7 日(水) 15：00-17：30  

場所：ホテル プラム 3F 

 ※出席依頼：会長・Ｒ財団委員長 
 
２．他クラブ例会臨時変更  

 ●川崎幸 RC  

9 月 18 日(金) 夜間例会を昼例会に変更 

点鐘 12:30 

 9 月 25 日・10 月 30 日(金) 休会 

●横浜南 RC 9 月 19 日(土)  休会 

●川崎北 RC  

9 月 23 日(水)  休会 

 10 月 7 日・21 日(水) 休会 

●川崎高津 RC  

10 月 8 日(木) 移動例会「防災教室」 

梶ヶ谷小学校 

 10 月 22 日(木) 休会 

●川崎麻生 RC     

10 月 16 日・23 日(金) 例会場臨時変更 

ホテルモリノ 7F 点鐘 12:30 
 

３．10 月 1 日(木) 例会前 11：00 より、 

定例理事会を開催いたします。 

  理事・役員各位のご出席をお願い致します。 
 
   

  委員会報告  

本日例会終了後、ホテル精養軒レストランにて 

指名委員会を開催いたします。 

指名委員会メンバーの皆様、ご出席お願い致します。 
 

高瀬建夫 2017-18 会長・小泉正博 2018-19 会長 

徳安久是 2019-20 会長・小林正樹会長・神谷直幹事  

鈴木次男会員・神林久雄会員 
 

次回例会は、10月 1日(木) 点鐘 12：30 

卓話：川崎市長 福田紀彦様 

ニコニコボックス 本日 27,000 円 累計 112,000 円 

記念日ニコニコ 本日 10,000 円 累計 20,000 円 

神谷 直 幹事  

ワンポイントアドバイス 
 
「デジタル遺産は見つけにくい。 

スマホのパスワードは家族に教え
ておくこと。」 

川崎中原ロータリークラブ公式フェイスブック

ページができました。会員皆様ぜひご覧下さい。

コメントもよろしくお願いします。 

https://www.facebook.com/rcnakahara/ 


