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 9：00 ～ 17：00  （土・日曜・祝祭日 休局） 

■■■ 例会プログラム ■■■    

例 会 日 卓 話 者 演 題 

11 月24 日 
平田中学校 吹奏楽講師 

古川 慎治 様 
私の楽しみ 

12 月 1 日 割烹温泉 ゆらり 18：30～ 忘年例会 

12 月 8 日 会員 久家正義 新入会員スピーチ 

■■■ 出席報告 ■■■  

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 前々回補正出席率

43 32 11 (3)  80.00 % 95.00 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

飯塚俊／大島治／黒田／曽田／三好／石原俊／園山／山口 

（山根／牧野／大谷厚）  

■■■ 来訪者 ■■■  

森山（出雲南）  

■■■ メークアップ ■■■   

11/21 高砂・持田稔 （出雲中央）   
************************************************************ 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（12 月 8 日） 持田祐輔／小村益三／大島 治 

（12 月 22 日） 土江光二／大谷良治／佐々木哲也 

■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■   

月 出雲中央 12/26  29..2/20（－）   松江南 12/19  12/26 

火 
出雲 12/13  12/27(－) 

  1/3(－) 
松江しんじ湖 12/13  12/27

水 大社  松江 12/14  12/28 

木 (－) ； ビジター受付 なし  松江東 12/15  12/29(－) 

金 出雲南   

■■■ 会長挨拶 ■■■   

本日の講師の古川先生は、中学校時代に私も吹奏楽部に所属していて、

6 年年上の大先輩です。毎年夏のコンクール前には夏合宿と称して、旧

平田中学の通称あたご校舎で、近所が竹藪だったので教室に蚊帳を吊っ

て寝泊りをしました。今思えば、高校生の古川先生が、ご指導なのか遊

びなのか記憶は定かではありませんが、おいでになっていたのを思い出しま

す。当時、送信機能付きのトランジスタラジオがあって、夜に怪しいアング

ラ放送を流して、校舎内で楽しんだ思い出もあります。本日は平田中学

校の吹奏楽を全国一に押し上げた大先輩の興味深いお話が聞けることと

思います。 

 さて、明後日の 26 日は平田高校の創立 100 周年記念式典が開催さ

れます。大正5年6月3日に開校され、17,000名の卒業生を輩出してい

ます。平田高校はこの町の最高学府で、大倉町時代から現在も平田町

1 番地。平田小学校は西平田町1 番地で、教育施設を 1 番地に据えた、

この町の教育にかける意気込みを垣間見るような思いを感じます。 

 

 

 

 

 

 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１．例会変更 

松江RC       12/14（水）  夜間例会（家族忘年会） 

       ビジター受付  12：00～12：30  ホテル一畑 

   松江東RC     12/15（木）   

       ビジター受付  12：00～12：30  ホテル一畑 

   松江南RC     12/19（月）  夜間例会（年忘れ家族会） 

       ビジター受付  12：00～12：30  松江エクセルホテル東急 

   松江しんじ湖RC 12/13（火）  夜間例会（忘年家族会） 

       ビジター受付  12：00～12：30  すいてんかく 

２．休  会 

松江RC       12/28（水）  定款第6 8 条第１節により  

       ビジター受付  12：00～12：30  ホテル一畑 

   松江東RC     12/29（木）  ビジター受付 なし 

   松江南RC      12/26（月）  定款第6 8 条第１節により 

       ビジター受付  12：00～12：30  松江エクセルホテル東急 

   松江しんじ湖RC 12/27（火）  定款第6 8 条第１節により      

       ビジター受付  12：00～12：30  すいてんかく 

３．ロータリーレートの変更 

   １２／１より １ドル １０６円 （現行 １０２円） 

■■■ スマイル ■■■  

山根一生 出雲中央RC 会長 

（11/19、20 に開催いたしました全国ＲＣ親睦卓球大会におきまし

ては平田ＲＣより2チームの皆様にご参加いただき、誠にありがとうご

ざいました。また前夜祭におきましても、田中会長様をはじめ多数

の皆様にお出掛けいただき、2 日間の大会を盛会裏に終えることが

出来ました。心より感謝申し上げます。ありがとうございました。） 

森山(出雲南) （一畑寺茶会を無事終えて） 

田中浩 （出雲南 RC 森山宗育先生、平田中学校古川先生、ダシャ様 

平田ロータリークラブへようこそ。本日はよろしくお願い致します。） 

小汀・來間 （古川先生本日はようこそ！スピーチ楽しみにしております。） 

持田稔 （古川慎治先生 いつもお世話になります。本日はスピーチ宜しく

お願いします。） 

河原 （古川先生、森山宗育先生、ようこそおいで下さいました。） 

原泰 （古川先生、うちの娘を普門館まで連れて行って頂きありがとうござ

いました。） 

高砂 （槇野様、遠藤様、黒田様、飯塚様、長い間会議所の役員として

ご活躍され、このたびご退任ご苦労様でした。 

先日は一畑薬師大茶会で大変お世話になりました。ありがとうご

ざいました。） 

飯塚大 （お茶会には会員の皆様に大勢お越しいただき誠に有難うござい

ました。 森山宗匠様には三斎流でお世話になり厚く御礼申し上

げます。） 

内田 （古川先生本日はありがとうございます。早退します。） 

 

 

 



■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

「私の楽しみ」 

平田中学校 吹奏楽講師 

古川 慎治 様 

 

本日は、私が日々楽しみにしてい

ること、また指導していることについ

てお話をいたします。 

 まず、親交のあった天野正道先生が作曲され、私の還暦のお祝いとして

贈ってくださった曲  

“ 「平田幻想」十六島～平田祭り～猪目洞窟～黄泉の穴～布都 ” 

をお聞きください。 

この曲は名古屋国際会議場で開催された全日本吹奏楽コンクール中学

の部で発表したものです。 

 生徒に指導する中で私が一番大切に考えていることが基礎を大切にす

る（生涯にわたって音楽を楽しむことができる）ということです。 

 （１）リラックス ・・・ 手に力が入ると手をたたく音が違う、楽器の音も違 

う、声も違う。 

張子の虎のように脱力することが大事。 

 （２）フォーム ・・・ くせと個性は違う。自然なフォームを正しくかまえる。 

 （３）呼吸   ・・・ 腹式呼吸を意識、体感する。 

 （４）イメージ  ・・・ いい音楽を意識し環境を整えることによって、頭の 

中にいいイメージが生まれる。 

この基礎を理解し、意識をして練習に取り組むよう指導しています。 

吹奏楽のレベルは高く、エントリーは５００校、その内出場出来るのはたっ

た３校です。小学校からの環境がとても大事になってきます。 

これからも日々楽しみながら指導をしていきたいと考えています。 

 


