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第1229回例会

平成27年９月24日（木）

◉本日の例会プログラム ゲスト卓話「ふるさと応援寄付金」
大分県企画振興部地域活力応援室長 磯田 健氏
◎次回例会プログラム
ゲスト卓話「ドイツのマイスター制度 ドイツの職業選択と大学制度について」
ベルリンメガネ代表取締役 松本達雄氏

前回
（1228回例会）
の記録
平成27年９月17日
（木）
■ゲスト

■ビジター

■出席報告
会 員 数 24名
免 除 者 数 １名
対 象 者 数 23名
本日出席者 16名
欠 席 者 数 ７名
出 席 率 67.57%

◎ロータリーソング それでこそロータリー
◎会長の時間 辛嶋会長
こんばんわ。今日は観月例会です。場所もい
つものグランプラザを離れて、「陽なた家」さ
んにお邪魔しています。ここはかつて会員で
あった永松孝之さんの長男の永松茂久氏の経営しているお店
です。当クラブの永松大茂会員の従兄弟であり、長野定生会
員の義理の従兄弟でもある、永松茂久氏は全国各地で経営の
講演をしたり、
何冊も本を書いている有名な方です。インター
ネットでもご覧いただけます。
今日はゲストとしてヴァイオリン演奏家の朝来桂一氏をお
招きしております。彼は東京芸大出身の著名な方で、大分市
のご出身。高校から東京芸大付属音楽高校に進まれ、芸大に
進学された方です。今日のミニコンサートは司会役の渡辺文
敏会員のお骨折りで実現しました。のち程名月（上弦の月で
すが）を見ながら名演奏をお聞きしたいと思っております。
実は本当の中秋の名月は今月27日（日曜）なのですが、日
程の都合上観月例会が今日になりました。
◎幹事報告 宇都宮幹事
●例会変更 湯布院RC、別府東RC、別府RC、別府北RC、

■1227回出席報告の修正
1227回欠席者 ４名
メイクアップ
２名
欠 席 者
２名
修正出席率 72.61%→

91.33%

●メイクアップ
若松会員
（9/9、
中津）、
二反田会員
（9/1、Eクラブ）
●欠席者
籾倉会員、
出納会員

別府中央RC
●週報受理 中津RC、宇佐八幡RC
●報告事項
・大分県立歴史博物館より「キリスト教王国を
夢見た大友宗麟」開催のお知らせ
・ハイライトよねやま186号
・ローターアクト第1回会長幹事会のご案内
・第31回年次大会本登録のご案内
・2014 〜 15年度地区資金決算報告について
◎委員会報告 クラブ管理運営委員会
姉妹交流担当 長野（修）会員
姉妹クラブ合同例会の案内
平成27年10月31日 メルパルク熊本
【出発】13：00 中津駅南口 バス
・受
付 17：30
・会長幹事会議 17：45
・集合写真 18：10
・合同例会 18：30
・交 歓 会 19：00
・閉
会 20：45
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◎観月例会
陽なた家中津総本店
大分県中津市宮夫259-1

●ヴァイオリンミニコンサート
朝来 桂一（ヴァイオリン奏者）
東京芸術大学音楽学部付属音楽高等学
校、同大学音楽学部器楽科ヴァイオリン
専攻卒業。10歳時に世界的ヴァイオリニ
スト五嶋みどり氏によるオーディション
に合格。大阪いずみホールにて開催され
た五嶋みどりレクチャーコンサートに出
演しその様子がドキュメンタリー番組「切
れた弦が今心を結ぶ」として放映。その
後日本人中学生としてオーディションに
合格しスカラーシップを受け奨学生とし
て米国コロラド州アスペンミュージックフェスティヴァルに招待さ
れD.ディレイ氏のマスタークラス受講修了。帰国後第１回別府アル
ゲリッチ音楽祭若手演奏家コンサートに出演。これまでにモーツァ
ルテウムサマーアカデミー（ザルツブルク）
、マンハイム音楽大学セ
ミナー（独・マンハイム）シモンゴールドベルク記念音楽祭、霧島
国際音楽祭、古澤巌ミュージックキャンプ、などで譴責を積むほか、
東アジア国際現代音楽祭、東京芸術大学名誉教授田中千香士音楽祭
をはじめとする国内外の音楽祭に演奏家として出演。オーディショ
ン合格により全額奨学金を受け世界的指揮者チョンミュンフン氏に
よる「インチョンアーツフェスティヴァル」
（韓国）・指揮者大友直
人氏・アラン・ギルバート氏（ニューヨークフィルハーモニック音
楽監督）による「mmcj」
（みなとみらいホー ル・サントリーホール・
かずさアカデミア）等に招待され出演。チョンミュンフン・アラン
ギルバート・ジェニファーギルバート（フランス国立リヨン管弦楽
団 コンサートマスター）等世界的音楽家から直接指導を受け譴責を
積む。サントリーホール主催「Wiener Philharmoniker week in
JAPAN 2009」（ウィーンフィルハーモニーウィークインジャパン
2009）に於いて首席奏者による公開マスタークラスオーディション
合格。サントリーホールブルーローズにて開催されたフォルクハル
トシュトイデ氏（ウィーンフィルハー モニー管弦楽団コンサートマ
スター）による公開マスタークラス受講、その様子が音楽の友に掲
載（サントリーホールブルーローズ・音楽の友掲載）在学中より「JT
アートホール主催期待の音大生によるアフターヌーンコンサート〜
東京芸術大学」（JTアートホール）別府アルゲリッチ音楽祭PRイベ
ント及びプロモーションコンサート・乗松記念コンサート（アルゲ
リッチ財団推薦コンサート）などに演奏家として出演。日本におけ
るイタリア・秋において東京ヴィヴァルディ合奏団と共演（イタリ
ア文化会館アニエッリホール・音楽現代批評掲載）2009 〜 2011東
京ヴィヴァルディ合奏団創立50周年記念シリーズメンバーとして演
奏活動に従事。2010年度より詩人谷川俊太郎氏等と共に詩と音楽の
コラボレーション集団＜voicespace＞メンバーとして芸術活動に参
画「山口開府650年・湯田温泉活300年記念事業声の幻〜まどみち
をのかなたに」（山口県教育会館ホール）「Tokyo inspilation the live
2nd」（門仲天井ホール）
「江戸川区にほんご文化プロジェクト〜わ
くわくどきどきことばであそぼう」（船堀タワーホール）
「Tokyo
inspiration 3rd 〜明日、いつもと違
う匂い〜」
（代官山ヒルサイドプラ
ザ）これらの公演を通して詩人谷
川俊太郎、佐々木幹郎、谷川賢作
氏等をはじめとする日本を代表す
るアーティストと共演、好評を博
した。大分県民芸術文化祭大分発
アートの風2010アーティスト「の
だめオーケストラメンバーによる〜
気楽にクラシックＳuperVersion」
東京芸術大学名誉教授田中千香士
音楽祭レボリューションアンサン
ブルメンバー「明治座クラシック
コンサート」東京室内歌劇場スペ
シャルウィーク2013劇場ヴァイオ
リニスト全七公演「市場のおかみ
さんたち」
（せんがわ劇場）ハーモ
ニアス事務局主催第19回ニューイ
ヤーコンサート「朝来桂一ヴァイ
オリンリサイタル」
（ビーコンプラ
ザ・2013）開催 〜ハートオブクリ
スマス〜第16回アルゲリッチ音楽
祭プロモーションコンサート
（2013）第７回「ふるさとコンサー
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ト」〜オーケストラとの饗演〜（2014）東京藝術大学名誉教授・田
中千香士音楽祭（2014）瀬戸内感動クルーズ船内クラシックコンサー
ト（2014）NHKしんけんワイド（2014）エアポート音楽祭（2014）
アルゲリッチ音楽祭 第14回乗松記念コンサート（2014）ティーン
ズミュージカルSAGA10周年記念公演「風の曜日」劇場ヴァイオリ
ニスト全3公演（2014）live image nouveau 2014（2014）NHK紅
白歌合戦椎名林檎サポート（2014）live image cinema best（2015）
アルゲリッチ音楽祭PRコンサートinハニカムプラザ（2015）瀬戸
内感動クルーズ（2015）新緑コンサート（ホルトホール・2015）
「作
曲家・吉田隆子を知って！トーク＆コンサート」
（2015）ミュージッ
ク マ ス タ ー ズ コ ー ス ジ ャ パ ンmmcj 2015（2015） 矢 沢 永 吉
ROCKINDOME ストリングスサポート（2015）日本クラシック音
楽コンクール弦楽部門に於いて審査員をつとめるなど次世代の人材
育成発掘にも尽力。近年はジャズピアニスト谷川賢作氏のライブ（歌
に恋して・2013）にゲスト出演するなど他ジャンルのアーティスト
ともコラボレーション。更なる芸術活動の幅を広げている。2015年
全国ロードショー映画『マエストロ！』（小林聖太郎監督 主演：西
田敏行・松坂桃李・MIWA ほか）にバイオリン奏者役として劇場出
演。
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