
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

9 月 RI 月間テーマ「基本的教育と識字率向上」 
第 3062 回例会/No.11 2017 年 9 月 26 日 

               
 

1. 開会点鐘 
2. ロータリーソング斉唱 
3. 会長の時間 
4. 慶祝 
5. 会員卓話 下町 壽男 君 
6. 幹事および委員会報告 
7. 出席報告 
8.  ニコニコボックス 
9.  閉会点鐘   
  
・ロータリー・リーダーシップ研修会(RLI)パートⅠ 

［奉仕研修委員会 RLI 小委員長 笹氣公祚］  
・平成 29 年度岩手県暴力団追放県民大会・暴力団追放
盛岡市民総決起大会の開催について(ご案内) 

[花巻市防犯協会 会長 花巻市長 上田 東一] 
・第 2 分区インターシティミーティング開催について 
（事前ご案内）[ホストクラブ北上西ＲＣ会長佐藤恵子] 
・2018 年 6 月 23～27 日に開催されるロータリー国際大
会（カナダ・トロント）に関する情報[ガバナー事務所] 
  

  
第 1 部通常例会 
■会長の時間「9回/48回」 立花 徳久 君 

こんばんは。本日ゲストの菊池巌

先輩は、過去に自身のトランペット

の演奏を聴かせる「迷惑の会」とい

う演奏会を100人程度の参加者のも

と開催しておりました。菊池先輩は

大学までトランペットの演奏を続け、

花巻に帰省後も「花巻リズムヤンガ

ー」で演奏を続けておりました。その後、一時トランペット

を離れておりましたが、滝田吉郎さんのお声がけでフットサ

ルの応援ため演奏を再開し現在に至っております。奥様から

は練習の音がうるさいとお叱りを受けているようですが、本

人はめげずに頑張って練習に取組んでおります。16 時 30 分

頃からセッティング、リハーサルを行いましたが、滑らかな

素晴らしい音を奏でておりました。ＪＡＺＺ、歌謡曲、演歌

とバリエーションも豊富で 100 曲程度の持ち曲があります

が、皆様のテーブルに本日の演奏メニュー曲リストを配布し

ておりますので、その中からリクエストをして下さいとのこ

とです。今日は私が当初から希望しておりました音楽例会の

開催が、生演奏という形で実現し嬉しく思っております。 

話は変わりますが、盛岡のＪＡＺＺＢＡＲ「ＳＰＡＩＮ 

ＣＬＵＢ」のマスターが叙勲を受賞し、昨日、祝賀会に出席

してきました。祝賀会には国会議員の先生方本人が出席して

おり、首相が今月 28 日招集の臨時国会で衆議院の解散を表

明することが確実であるなと感じました。参加者の中には国

会議員の先生方と選挙関係の話しをしている方がいらっし

ゃいましたが、今回は音楽愛好者も多く参加していたので、

少し場違いの感がありました。私は政治に口を出す方ではな

いので、祝賀会を結構楽しんでまいりました。 

そして、祝賀会では８月 22 日の当ロータリー例会へゲス

トスピーチにおいで頂いた「山口淑子パストガバナー」も出

席しており、お話しをさせて頂きました。その際に花巻ＲＣ

からも、そろそろガバナーを出したらいかがですかと言われ

ました。山口さんが推薦したい方がいるので、本人には山口

さんからお話しするとのことでした。 

昨日はＪＡＺＺのビックバンド、シャンソンを聞きくこと

が出来て、そして今日はトランペットを聞くことが出来き楽

しい 2 日間を過ごしております。そして、楽しみにしている

のが、11 月開催予定の桑田佳祐のコンサートです。 

この間、ヒップポップ系の清水翔太のコンサートに行って

きました。前列４列目の真ん中の席に座り、若い方が多く、

3 時間踊るコンサートで懲り懲りしてきました。一方、サザ

ン、桑田佳祐のコンサートも3時間程度の時間を要しますが、

知っている曲を演奏するので疲れがありません。やはり、知

らない曲を多く演奏されるコンサートは大変疲労感が多く

残ります。子供達にコンサート前には常に「コンサートを楽

しくするのもつまらなくするのも自分自身である」と話して

おりますが、先日のコンサートは楽しむことが出来ず落ち込

んで帰ってきました。今日は皆さんに素晴らしい演奏を聴い

て頂いて、率直な意見を頂ければ幸いです。 

今日は宜しくお願い致します。 

 

 

33 人中 13 人出席 

出席率 44.4％  

前回修正 59.2％ 

◇メーキャップ なし 

 

 

第 2 部「菊池巌氏によるトランペットの夕べ」 
■会長挨拶 立花 徳久 君 

ゲストの菊池さんには時間ピッ

タリの 18 時 30 分にお出で頂き、

ありがとうございます。皆さんのテ

ーブルにリクエスト可能な曲目を

記載したペーパーがあります。その

他にも知っている曲であればリク

エストに対応するそうです。それでは、これより「菊池巌オ

ンステージ」ということで、色んなジャンルの曲を演奏して

頂きますので、今宵のひと時を楽しんで下さい。 

 

■乾杯 副会長 鹿討 康弘 君 
 みなさん、こんばんは。立花会長、
第一回目の音楽夜例会開催、おめでと
うございます。栄えある一回目のゲス
トとして菊池巌様、おいで頂きありが
とうございます。今日は隣で花巻工業
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◆今後のプログラム 

 

◆今後のプログラム案 

クラブの役員会が開催されているようですが、気にせず演奏
していただければと思います。皆様、それでは乾杯のご唱和
を声高らかにお願いします。～乾杯～ 
 
■「菊池 巌氏」 オンステージ 
【菊池巌さんからご挨拶】 
みなさん、こんばんは。今日はお呼び頂きありがとうござ

います。一人で演奏している時はうまくいきますが、観衆の
前での演奏は少々緊張します。皆様のお手元にリクエスト曲
のリストがありますが、今日の持ち時間は 30 分ですので演
奏は 5～6 曲を予定しております。リクエストがあれば、遠
慮なくおっしゃって下さい。 

【演奏者 菊池 巌さん】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
演奏曲 

1.この素晴らしき世界…ルイ・アームストロング 
2.異邦人…久保田早紀 
3.津軽海峡・冬景色…石川さゆり 
4.夢芝居…梅沢富美男 
5.天城超え…石川さゆり 
6.君といつまでも…加山雄三 
【上田穣、昌子御夫妻デュエット】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜立花 徳久 君＞ 
菊池巌先輩、素晴しい演奏あり

がとうございます。毎年迷惑な演
奏会と銘うって本人が無理やり聞
かせるコンサートを主催しており
ますが、今日は皆様を満足させて
頂いたと思います。本当に御苦労
様でした。 
＜阿部 一郎 君＞ 
菊池巌さん、本日は素晴らしい演奏ありがとうございまし
た。今後も更に練習を重ねて色々な所で披露して下さい。期
待しています。 
＜吉田 和洋 君＞ 
残念ながら中途退席です。トランペットは好きですが、今

は吹けません。先週、12 日に安比 GC でプレーしてきまし

た。101 点、ラフに負けました。(泣) 
＜滝田 吉郎 君、和 さん＞ 
今日は「菊池巌特別コンサート？」とても楽しみに心ワク!

ワク!躍らせての参加です。ステラミーゴ岩手花巻チームの
応援旅行、想い出いっぱいです。 
＜谷村 繁 君＞（Web非公開） 
 
 
＜稲田 典之 君＞ 
今日は奥州市の駒形神社の例大祭で献幣使として参向し

てまいりました。鳥谷崎神社例大祭には多くの皆様に御奉賛
いただきまして、ありがとうございました。イワオさんのト
ランペット、素晴らしい! 
＜上田 穣 君＞ 
愛妻「昌子」のあこがれの先輩である「イワオさん」よう

こそ花巻 RC の夜例会へ! おいしいタイのひれ酒をいただ
きながら「異邦人」を聞けてとっても幸せ!! 
いいのかな、お酒を飲みながら聞いたりして。 
＜笹木 賢治 君＞ 
菊池巌先輩、愛しています。うそでした。実はたき子さん

のことでした。 
＜戸来 昭浩 君＞ 

9 月から、はなしんパートナーローンを取扱いしておりま
す。皆様のパートナーとして代理貸との併せ貸しで、低金利
の資金を提案させていただきます。 
運転資金、設備資金、何でもけっこうです。儲けるチャン

スです。宜しくお願いします。菊池さんのトランペット最高
でした。 
＜藤田 勝敏 君＞ 
新年度以降無欠席で頑張ってきましたが、10 月から会合

が入り始めます。横田さん、欠席の際は写真、録音、宜しく
お願いします。 
＜横田 裕之 君＞ 
 トランペット、とても楽しみにきました。ありがとうござ
います。 
◇その他夜例会の様子 

 

 
 
10/3(火) 慶祝 米山奨学金贈呈 米山奨学生スピーチ(コウ・シヘイさん) 

10/10(火) 米山奨学会セミナー 米山奨学会委員長 稲田 典之君 

10/17(火) 会員卓話 担当 横田 裕之 君           
10/24(火)  会員卓話  担当 伊藤 隆規 君 
10/26(木)～28 日(土) 壱岐ＲＣ訪問 
10/31(火) 壱岐訪問報告 担当 橋川 秀治君 

クラブ会報委員会    
委員長：藤田 勝敏（今回担当）  副委員長：横田 裕之 

AD：橋川 秀治、 鹿討 康弘   

 

◆ニコニコ Box 


