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ロータリーソング「手に手つないで」

唱歌「浜辺の歌」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「絆 －絆を深める脳の働き－」

久松 正典会員
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次回の卓話

2009年8月26日(水)

「ＴＶＣＭとその時代」

横谷 哲郎会員
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四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト 言行はこれらに照らしてから

１． 真実かどうか ３． 好意と友情を深めるか
２． みんなに公平か ４． みんなのためになるかどうか
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手に手 輪に輪

ひろがれ まわれ 一つ心に

おゝロータリアン

おゝロータリアン

手に手つないで



先週先週先週先週のののの例会例会例会例会 第第第第2705270527052705回回回回
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国歌斉唱

ロータリーソング「奉仕の理想」

岸和田RC歌「両手を揚げて」

お客様の紹介

出席報告

誕生日・結婚記念日のお祝い

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「歌謡曲の変遷」

前川 篤会員

会員数４３名 出席義務会員数３９名

8月5日 出席会員31名 79.49％

７月22日 MUを加えて 82.50％

岡本桂四郎会長

●会合報告

7/30 例会・広報合同委員会

石本委員長・横谷委員長・茨木委員長・高松副

委員長・櫻井幹事、そして私が出席しました。

8/ 4 岸和田ローターアクトクラブ例会

中井副委員長・雪本委員・櫻井幹事、そして私

が出席しました。

お客様

米山奨学生 朴燦浩様



前川 篤会員

彼ら称して歌謡三羽ガラスなんてもてはやされていま

した。その時代は、テレビのプロレス中継で力道山が登

場すると、近所の人がブラウン管の前に黒山の人だかり

となりました。昭和31年～35年ごろだったと記憶してい

ます。女性の歌手では今は亡き美空ひばりさんや、今も

時々テレビに出ている島倉千代子さんが突出していまし

た。私が歌に興味をもったのは父親方の従兄が昭和31年

のNHKの歌謡コンクールで全国大会で優勝して歌の日本一

になったことです。同じ血が流れているのなら私にも歌

を唄えるかもと一念発起し、歌のレッスンを始めたので

すが母方の血が濃かったのか残念ながら私は挫折をして

しまいました。

そしてしばらく第二の三波春夫さん、三橋美智也さん、

春日八郎さん、そして第二の美空ひばりさん、島倉千代

子さんが出ました。それは石川さゆりさんであり八代亜

紀さんであり、北島三郎さんであり、次々と新しい人が

登場しました。ちなみに私の従兄は家業が時計屋だった

ので家業を継いでしまったので、デビューしないで終わ

ってしまいました。

そのままの勢いで歌謡曲が栄えてゆくと思っていた矢

先、米米クラブなるものが現れてこの世界がコロッと変

わってしまいました。もちろん世の中の若い世代のみな

さんが酒、涙、男と女といった歌謡曲に飽きてきてしま

っていた時期でした。米米クラブに端を発し、小坂明子

の「あなた」が一世を風靡しました。新しい何かを求め

ていた世代に大受けをしました。そしてその種のミュー

ジック（ポップス）が歌の世界の主流となりました。か

といって歌謡曲が廃れたわけではありませんでした。し

かし、少しずつ歌謡曲に衰退の影が見え始めた事は事実

でした。そして吉田拓郎、長渕剛、井上陽水らのミュー

ジックが主流となる時代がやってきました。一方ではカ

ラオケ文化が広まると、老いも若きもカラオケで自分に

あった歌を唄う時代がやってまいりました。

「歌は聴くものではなく、唄うものである」の時代が到

来しました。エコーの効いたカラオケで唄うことで、自

分があたかも歌手になったような陶酔を覚える、いわゆ

る全人類歌手時代に入りました。代金も昔と違ってリー

ズナブルになり、世の中をあげてカラオケ中毒症候群に

なってしまいました。私は現在、財団法人新生会日本歌

謡振興機構の理事長をして、歌謡曲をこの世から消さな

い運動を広げています。相談役に元労働大臣の永井先生

と作詞家の大御所、藤間哲郎先生をお迎えして活動して

おります。不思議なことに支部がないのは東京だけです。

大師範50名、師範300名、弟子10000名の大世帯です。し

かし残念ながら全員の平均年齢が65歳です。レッスンに

来る日より病院へ行く日の多いみなさんです。でも、な

んとか歌謡曲が一日も長くみなさんに愛される事を願っ

てがんばっております。

●私は３５年ほど、山直中学校の薬剤師をしていますが、

昨年頃から企画している教職員向けの禁煙講習会と

いう会合が、明日開かれます。

そこで私は先生方に対して「生徒がタバコを吸って

いる事象・現場を捕らえて良し」とするのではなく、

「何故吸うようになったのか」ということまで深く考え、

その原因を探って問題解決に取り組んで欲しい、今の

時代、学校では「偏差値」、会社では「決算」といっ

た「結果」が重要視され、その「過程」の評価が軽す

ぎる、人格や知恵、社会貢献などにもっとスポット

ライトを当ててもよいのではないか、と話すつもり

です。後日、またこの場でその結果などをお話し

する機会があるかも知れませんが、その時はどうぞ

よろしくお願いします。

櫻井新嗣幹事

●例会臨時変更 泉大津ＲＣ

詳細につきましては事務局まで。

●本日の例会終了後、事務局において８月の理事会を

開催させていただきます。理事・役員方はご参集

いただきます様よろしくお願いいたします。

●お菓子をお配りしておりますが、親睦委員会よりの

差し入れとなります。どうぞお召し上がり下さい。

●前川篤会員

拙い卓話でお耳を汚します。

歌、歌謡曲の話をしましょう。

最近、歌といえばポップスのことを言うようになっ

ていますが、私が若い頃（昭和30年代）は歌謡曲の全

盛期で、三波春夫さんが「月はわびしい路地裏で～」

とか、三橋美智也さんが「うれしがらせて泣かせて消

えた～」とか、春日八郎さんが「赤いランプの終列車

～」とか歌っていました。



AUGUST～SEPTEMBER ２００９ ８月 会員増強及び拡大月間

Sunday      日 Monday 月 Tuesday 火 Wednesday 水 Thursday    木 Friday        金 Saturday    土

例会

「絆－絆を深める脳
の働き-」 久松正
典会員・RAC例会

社会奉仕委員長

会議

例会

「TVCMとその時代」
横谷哲郎会員

青少年・ライラ

委員長会議 RAC例会

例会

「最近の楽しみ」

岸田次郎会員

財団委員長会議

例会

担当山形直道会員

南輪会

(ホスト 貝塚ｺｽﾓｽ
RC)

近隣クラブ卓話ご紹介

岸和田東ＲＣ ８月２８日（金）「好鉄不打釘 好男不当兵」 二胡演奏 陳 頤様

岸和田北ＲＣ ８月２５日（火）「未定」 森垣確士会員

岸和田南ＲＣ ８月２７日（木）「私の履歴」 船戸武司会員
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