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本日

３月２日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
ゲストスピーチ
「日本での５年間」
米山記念奨学生 パウデル・スシラ さん

第2521回 例会報告／令和４年２月９日

天候

◇ロータリーソング
「それでこそロータリー」
◇会 長 挨 拶
皆さま、こんにちは。
本日は観梅夜間例会が中
止になり本当に残念です。
いつも、お着物で来てく
ださる水曜会の皆さまも
いらっしゃらなくて、花
だけをご覧いただくような結果になっていま
すが、水曜会の方々にはまた何か埋め合わせ
をしたいと思っています。
新入会員の方たちは、この会は初めてだと
思いますので、今日はゆっくりとご覧になっ
てください。コロナ禍の中でもこのような梅
を見られる機会ができて、少しほっとできる
気がします。
もう一つ嬉しいニュースがあります。牧野
富太郎先生が来年のＮＨＫの朝の連続ドラマ
になることが決まりました。元会員の水上先
生から、マスコミ発表の前にお知らせをいた
だきました。タイミングよく来週、牧野植物
園の川原園長さんが卓話をしてくださいます
ので楽しみにしてください。
盆梅の話は後ほど松岡会員にしていただく
こととして、今月の「ロータリーの友」は、
平和構築と紛争予防月間にちなみ、
「青少年
交換は未来平和へのギフト」という特集が組
まれています。残念ながらコロナで途絶えて
しまっていますが、当クラブでも今まで多く

次週

３月９日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
会員スピーチ
「ツバメの巣のスズメサシダニによる皮膚炎」
猿田 隆夫 会員

晴

の会員、ご家族の方が交換学生のお世話をし
てくださいました。大変なご苦労だったとお
聞きしていますが、多くの学生たちが、異文
化の中で悩みながらも楽しい留学生活を送り、
グローバルな人材に育っていったことと思い
ます。休止している今こそ、その意味をじっ
くり考えるいい機会ではないでしょうか。
◇盆梅について
松岡英雄会員
今、非常にいい状態の
梅になっています。梅と
いうのは、花びらが乾燥
すると花が開きますが、
今年はコロナ禍で座敷を
使うことがなくて暖房を
付けることがなかったため、乾燥が遅く、や
っと今開いています。
私どもが梅を始めたのは明治30年ごろです。
万葉集や古今和歌集の中で「花」として詠ま
れているのは、梅です。中国の山西省、四川
省辺りから遣唐使、遣隋使によって日本に渡
ってきたと言われています。梅も桜もバラ科
なので、梅の中にもトゲのあるものもありま
す。
桜はパッと咲いて、パッと散るので潔さを
表しますが、梅は３分咲き、５分咲きぐらい
が一番の見頃だと思います。
梅の種類は370〜380あると言われています。
枝ぶり、ガクの色、雌しべ雄しべの色、花の
色（赤から白の間）
、花びらの枚数等々、梅
の肌は人間と同じで、ツルツルしてきれいな
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のが若木で黒くなったら古木です。そんな細
かいところをゆっくり見ていただいたら面白
いかと思います。ただ、先日新聞に出ていた
黄色のロウバイは梅ではありません。
◇会 長 報 告
現在、事務局で大きな問題が発生しており、

会長・幹事会において各クラブで話し合う
こととなりました。うちのクラブは理事会
を開き全員に知っていただいた上で、今後
のことをはっきりさせていくこととしまし
た。来週、内容をお知らせしますので読ん
でいただくようお願いします。

◇会員スピーチ

森本多麻美 会員

「私の履歴書」

私は、フルートとピアノの演奏、指導、コ
ンサートなども開いています。
私は昭和51年、奈良県生駒市で生まれまし
た。父親の転勤で３歳から大阪の寝屋川市、
５歳から愛媛県松山市、小学校５年から生駒
市に戻り、小学校６年３月から高知にいます。
生まれたときは心臓の音が聞こえなくなっ
て、お医者さまには「もう諦めなさい」と言
われたそうですが、無事に大きくなりました。
趣味は、最近始めたゴルフと野球観戦。親の
影響で阪神タイガースの大ファンです。
小さいときは、父親の影響で、髪をアルプ
スの少女ハイジのように短く切っていて、と
ても活発だったのでいつも男の子に間違えら
れたりしていました。幼稚園に通っていると
き、音楽教室のチラシを見て、自分から母親
に言ってエレクトーンを習いに行き、小学校
でピアノに変更しました。そのころ、将来は
ピアニストになりたいと思っていました。
小学校卒業までは、自分でいうのも何です
が、成績も優秀でスポーツもできる優等生で
したが、中学校で反抗して勉強をしなくなり
ました。部活もバスケットボール部などに入
っていましたが、先生とけんかしてやめまし
た。その後、フルートが吹けるといって吹奏
楽部に無理やり入りました。
フルートがだんだん面白くなり、高校では
部活は吹奏楽部に入ろうと思っていましたが、
反抗していたときのつけが回って、高校受験

に失敗。２次募集では、担任の先生から丸の
内高校の音楽科の願書を書かされていました
が、願書提出の前日、吹奏楽部の顧問の先生
から、高知商業に吹奏楽部があると言われて、
思い切って変更して無事合格しました。
当時、高知商業の吹奏楽部は高知県でもト
ップクラスで、中学生の憧れの存在だったし、
甲子園に行くチャンスもあるので、最初の受
験に失敗してよかったかなと思いました。高
校時代はピアノのレッスンに通いながら、部
活を一生懸命頑張りました。吹奏楽部のコン
クールでは、３年連続金賞、四国大会にも出
場、甲子園にも野球部のおかげで春も夏も連
れていってもらい、アルプススタンドで演奏
できました。高校３年ではサッカー部も正月
の選手権大会に出場し、スタンドで演奏でき
ました。
吹奏楽部でフルートを頑張ってきて、割合
上手になってきたので大学はフルートでと、
ピアノから変更しました。高校３年の夏、フ
ルート教室に通いはじめましたが、先生から
レッスンを始めるのが遅すぎる、浪人覚悟で
やりなさいと言われて、初めて調子に乗って
いた自分に気が付きました。さらに、恋愛で
も調子に乗っていて、付き合っていた彼氏に
は二股をかけられていることに気が付かず、
結局別れました。
これは、本気で練習するしかないと決心し
て、学校へ行く前、昼休み、授業中、部活が
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終わってから、家に帰ってからと１日10時間
ぐらい練習しました。高知商業から音大へ行
った人は今までいなかったので、授業をサ
ボって音楽室で練習をしていても先生は応援
してくれました。その成果が出たのかどうか
は分かりませんが、無事に推薦で岡山の作陽
音楽大学に合格できました。
学校は津山市にあり、冬は雪が積もり、も
のすごく寒いところでしたが、途中で倉敷に
移転しました。小中高といろいろありました
が、たくさんの友達ができて楽しかったのに、
大学では余りのお嬢様たちに馴染めず、楽し
くありませんでした。やっと卒業して、高知
に帰ってきましたが、今度は仕事がなくてパ
ン屋さんでアルバイトをしていました。
イオン高知ができてオープンのとき仕事の
依頼がきたのをきっかけに、講師をするよう
になり、少しずつ仕事が増えてきました。24
歳のとき、仕事で知り合った中学校の先生と
結婚しましたが、２年ぐらいで離婚しました。
その後、また結婚できるだろうと思っていま
したが、未だにできていません。
20代のころは、神戸のフルートの先生のと
ころに通いながら、クラシックのコンクール
を受けたりしていました。コンクールでは、
先生から絶対大丈夫と言われても、あと少し
のところでミスをしてなかなか１位にはなれ
ませんでした。子どもの頃から、発表会では
上手にできるのに、コンクールという賞など
がかかると失敗するという弱さがありました。

23歳のころから、フルートの他に作編曲家
の利根常昭先生に、音楽理論等を習いに行き
ました。利根先生は堺正章や和田アキ子に曲
を提供した方で、大学では習わなかったいろ
いろなことを教えてくださいました。高知県
は、音楽レベルが低くて、コンサート規模も
小さくて面白くないクラシックコンサートし
かなかったのですが、利根先生が「高知ポッ
プスオーケストラ」をつくって、クラシック
だけではないコンサートを開催して、私も出
演させていただきながら、先生のもとで12年
間勉強しました。
先生にお墨付きをいただいて2012年７月か
ら、子どもから大人まで、音楽を知らない、
音楽が嫌いな人でも楽しめるというコンセプ
トで「森本多麻美全編曲 ワンダフルコンサ
ート 〜アレンジの魅力〜」を開催しました。
映画音楽、アニメソング、歌謡曲など毎年好
評をいただいています。
コンサートを宣伝するために人を知らなけ
ればいけないと思いＪＣに入会。40歳で卒業
後は高知商工会議所青年部ＹＧに入会、２年
連続よさこい祭り実行委員長を務めました。
ＹＧも来年で卒業というタイミングで、高知
東ＲＣに入会させていただきました。
来月４月22日㈮、19時開演、高知県民文化
ホール（グリーン）で、ワンダフルコンサー
トを開催します。今回は記念の10回目になり
ます。来ていただいたら、絶対楽しかったと
思っていただけると思います。

中平真理子 松岡さん、お世話になりまし
た。毎年楽しみです。森本さん、今後ともよ
ろしくお願いいたします。
福岡満喜子 牧野博士が来春からの朝ドラ
に決まり、嬉しい限りです。ニュースの前に
水上元会員さんからメールを頂いていました。
東クラブの方々には、ご協力いただきありが
とうございましたとの事でした。奥様役は浜
辺美波さんです。
◇遅刻・早退 １件
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■高知東ＲＣ当面の日程
情報集会
３月15日㈫〜17日㈭ 18：30〜（得月樓）
３月16日㈬ 12：30〜（ザ クラウンパレス）
３月16日㈬ ロータリー休日
３月30日㈬ 役員会
４月６日㈬ 例会変更
４日㈪ ８ＲＣ合同夜間例会
（高知北ＲＣ・三翠園）
４月13日㈬ 定例理事会
第５回クラブ協議会（次年度）
（得月樓）
４月27日㈬ 役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ ３月３日㈭
高知中央ＲＣ ３月17日㈭
高知ＲＣ
３月22日㈫
高知ロイヤルＲＣ
３月22日㈫
高知南ＲＣ
３月24日㈭
高知中央ＲＣ ３月24日㈭
高知西ＲＣ
３月25日㈮
高知北ＲＣ
３月28日㈪
高知ロイヤルＲＣ
３月29日㈫
高知南ＲＣ
３月31日㈭
高知中央ＲＣ ３月31日㈭

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

職場例会
お花見夜間例会
ロータリー休日
休会
花見例会
休会
ロータリー休日
花見家族合同夜間例会
ロータリー休日
植樹例会
ロータリー休日

● 出席率報告 ●
合

計

総数 出席 欠席

先週まで

802,500円

7,772円

810,272円

２月９日

−8

２月９日

5,500円

0円

5,500円

１月26日

−6

今期の累計

808,000円

7,772円

815,772円

メイク
アップ

HC出席率 出席率

53

37

4

4

69.81％ 91.11％

54

37

0

11

68.52％

100％

●会長／中平真理子 ●幹事／西内俊介 ●雑誌会報委員／佐野博三・水谷直人・西村美香
●例会日／毎週水曜日12：30PM〜1：30PM ●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知 （088）
873−1111
●事務所／高知新聞放送会館６階 〒780−8572 高知市本町3−2−15
直通（088）
824−8660
ホームページアドレス
（PC・携帯共通）
http://www.kochi-east-rc.com
メールアドレス 事務局／hcrc@coﬀee.ocn.ne.jp 広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com
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