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川崎北ロータリークラブ会報川崎北ロータリークラブ

第2996例会	 令和4年11月2日（水）
（本年度第 15 回）

点　鐘 横山芳春 会長

司会と斉唱 米山元章 副会場監督
半澤 剛 ソングリーダー 
　「君が代」「奉仕の理想」

出席報告 生垣繁 出席委員

会員数48名 出席30名 欠席18名

（対象外6名） 出席率71.43%

前々回訂正 欠席17名 MAKE UP 3名

（対象外4名） 訂正出席率77.27%

お客様紹介 横山芳春 会長

ゲストスピーカー：有限会社マリオレーベル代表取締役
五十嵐公太 様（川崎西 RC）

上松義典 様（川崎西 RC 会長）
心奏（らら）様（ゲストスピーカーご同行、ヴァイオリニスト）
米山奨学生（中国） 毛 雲帆（マオ・ユンファ） 様

奨学金贈呈 横山芳春 会長
横山芳春会長から毛 雲帆さんへ米山記念
奨学金の贈呈が行われました。

お祝い 加瀬健史 親睦委員

11 月祝事：おめでとうございます！
 ● 会員誕生日
柾木永一郎 会員

 ● 配偶者誕生日
生垣悦子 様　谷口雅子 様　波木井優子 様　重田伸枝 様

 ● 結婚記念日
柳澤信夫 会員　生垣繁 会員　佐久間馨 会員
クルーズ由美子 会員　石坂想 会員

 ● 入会記念日
石井弘 会員　花田薫 会員　米山元章 会員　帯谷昌充 会員
関孝篤 会員　松下幸夫 会員　色摩和恵 会員

会長報告 横山芳春 会長
1.  川崎中 RC より、創立 50 周年記念式典の礼状を頂戴しております。
2.  理事会報告

11 月 9 日（水）ガバナー公式訪問例会、12 月 21 日（水）年
忘れ家族例会のご案内など

幹事報告 谷口一成 幹事
1. 地区からの来信

 RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）パート 3 開催のご案
内が届いております。

日時：2022 年 11 月 27 日（日）9：00-17：20
場所：聖光学院中学 ･ 高等学校

2. 他クラブ例会臨時変更
 ● 川崎中央 RC
11 月 14 日（月）⇒ 12 日（土）地区大会参加
11 月 21 日（月） 3RC 合同親睦例会 川崎日航ホテル 

点鐘 18：00
 ● 川崎百合丘 RC
11 月 29 日（火）夜間例会 笹子うどん 点鐘 18：00

 ● 川崎幸 RC
11 月 25 日（金）休会

 ● 川崎とどろき RC
11 月 14 日（月）、21 日（月）休会

 ● 川崎高津南 RC
11 月 14 日（月）⇒ 12 日（土）地区大会参加 パシフィコ横浜

 ● 川崎中 RC
11 月 15 日（火）、22 日（火）休会

 ● 川崎西北 RC
11 月 17 日（木）⇒ 12 日（土）地区大会参加 パシフィコ横浜

 ● 川崎 RC
11 月 24 日（木）休会
12 月 15 日（木）⇒ 11 日（日） 
年忘れ家族会 ローズホテル横浜 点鐘 12：00

 ● 川崎麻生 RC
11 月 25 日（金）例会場変更 ホテルモリノ 点鐘 12：30

 ● 川崎あざみ RC
11 月 30 日（水） 市立あざみ野中学校「職業を語る会」 

点鐘 12：00
3. 11 月 9 日（水）は、ガバナー公式訪問例会です。

委員会報告
大塚正一 指名委員長
10 月 13 日（木）に指名委員会を実施しました。以下の方々
を推薦いたします。

会長　：帯谷昌充 会員
副会長：大塚正一 会員
理事　： 米山元章 会員、松山直樹 会員、柳澤信夫 会員、 

色摩和恵 会員、横山芳春 会員
幹事　： 妻鹿琢生 会員
会計　： 野口隆一 会員

卓話

鈴木拓朗会員より卓話者紹介
本日は伝説のロックバンド、JUDY AND MARY の五十嵐公太
さんをご紹介します。JUDY AND MARY を知らない方は、ご



家族、お子様に聞いてみてください。凄いムーブメントを起
こした方です。私は川崎西 RC で五十嵐さんと出会いました。
みんなに夢を与え続けることを実現している五十嵐さんを応
援しております。
東日本大震災以降、チャリティーコンサートをほぼ毎年開催
されていたり、「ドラミングハイ !」というイベントをされて
います。ドラミングハイ ! では段ボールで作ったドラムで子
ども達と一緒に演奏するのですが、会場の子どもはみんなド
ラムに夢中になり、我々大人も自然とリズムを取って、非常
に一体感のあるものでした。その他、講師活動など、色々ご
活躍されております。
ゲストスピーカー
　五十嵐公太 様（川崎西 RC）

『「NO! RED プロジェクト」 日本武道館への道』
〜 音楽のチカラで日本を元気に！ 〜
川崎西 RC の五十嵐公太で
す。出身地は川崎市高津区
です。中学 2 年生でロック
バンドに興味を持ち、高校
受験が終わる頃にドラムを
始めました。横浜の桐蔭学
園高に入学し、バンド活動、
ドラムを目一杯やろうと意
気込んでいたところ、初日
に「ロック禁止」「楽器の持込禁止」と言われ、目の前が真っ
暗になりました。学校が終わると渋谷のスタジオに通い、ド
ラムを叩く毎日を過ごしました。高校 3 年生でドラムで食べ
ていくと決め、大学 1 年生のときには、歌舞伎町、六本木や
銀座でハウスバンド、横須賀、横田、厚木の米軍キャンプで
カントリーソングを演奏するなど、ドラム演奏でお金をもらっ
ていました。

「JUDY AND MARY」というバンド
「JUDY AND MARY」にサポートメンバーとして参加していま
したが、29 歳のときに正式メンバーとなりました。
JUDY AND MARY は、1992 年から 2001 年まで活動。シング
ル CD22 枚、オリジナルアルバム 6 枚、総 CD 売上枚数 1,000
万枚。これらの数字を後で知り、自分自身も驚きました。
お陰様で紅白歌合戦にも 2 回出場。2 回目は「散歩道」とい
う自分が作曲した曲を演奏しました。本当にいろんな経験を
させていただきましたが、バンドを 10 年間続けるというの
は、凄くエネルギーのかかることで、解散時にはメンバーも皆、
腑抜けになっていました。
解散後の活動
解散後は「ドラム」というキーワードで、色々な活動をして
おります。先ほど紹介いただいた体験参加型リズムアトラク
ション「ドラミングハイ！」、音楽スクール「MMRooms ミュー
ジックスクール」、ロックバンド「ATOMIC POODLE」でドラ
ムをしています。
NO! RED プロジェクト
私は来年還暦を迎えます。数年前から知り合いのミュージシャ
ンと「先輩達のように、還暦ライブをやりたい」「みんなで一
緒にやろう」と酒を飲みながら話していました。約 2 年前に
入会した川崎西 RC でも「還暦ライブをやりたい」と話すう
ちに、協力してくださる方がたくさん現れ、還暦ライブに向
けて活動を始めました。ただ、還暦ライブへの思いも次第に
変わっていきました。鏡で自分の姿を見ても、友達を見ても、
まだ悠々自適の毎日を過ごすわけにいかない。まだまだ自分
達が頑張ることで、周りの人にエネルギーを与えたいと考え
るようになりました。我々世代のミュージシャンを一番応援
してくれたのは、40 代 -50 代なんですが、彼ら世代は「就
職氷河期」など、一番恵まれない時代を生きてきたと言われ
ています。彼ら世代が元気でないと、日本は元気にならない。

我々が頑張り、彼ら世代を応援し、結果、日本を元気にしたい、
それが「NO! RED プロジェクト」の目標のひとつです。
まずアラ還（60 歳前後）のメンバーと次世代に繋げるという
意味も込めて少し若い世代のメンバーも加え、バンド「NO! 
RED」を結成。錚々たるメンバーが集まりました（詳しくは
https://nored.jp/ を参照）。
地元に何か貢献したいとの思いから、川崎でライブをすでに
行いました。ただ、我々の最終目的地は日本武道館です。日
本武道館は凄くエネルギーのある空間で、集まった人たちは
みんな元気に、笑顔になって帰っていきます。そのパワース
ポット、武道館で還暦ライブをすることで、集まったみんな
が元気になってくれたらと思います。
皆様にお願いしたいことはいっぱいあるのですが、まずは
この「NO! RED」という言葉を流行らせたいと思っています。
来年、再来年になるかもしれないですが、流行語大賞となる
よう「NO! RED プロジェクト」を先に進めていきたいと思い
ます。今日はお話を聞いていただき、ありがとうございました。

ニコニコリポート 高橋純司 副会場監督
川崎西 RC 会長 上松義典 様

本日は五十嵐さんの応援に、プロヴァイオリニストのららさん
とお伺いしました。よろしくお願いいたします。

横山芳春 会長、齊木貴 副会長、谷口一成 幹事
いよいよ来週はガバナー公式訪問です。7 月 20 日の予定でした
が延期されました。会員の皆様の出席よろしくお願いいたします。
また、本日は川崎西 RC の五十嵐様に卓話をお願いしています。
五十嵐様、よろしくお願いいたします。
川崎西 RC 上松会長、心奏（らら）様、米山奨学生の毛（マオ）
さんようこそ。例会を楽しんでください。

プログラム委員会： 谷口一成 君、鈴木拓朗 君
本日は、川崎西 RC 五十嵐様に卓話をお願いいたしました。
五十嵐様には『「NO! RED プロジェクト」 日本武道館への道』の
題目でお話いただきます。五十嵐様、よろしくお願いいたします。

社会奉仕委員会： 半澤剛 君
川崎フロンターレ、優勝して !!

ビール同好会： 柳澤信夫 君、戸川俊雄 君、大部哲也 君、洪征治 君、 
生垣繁 君、宮崎秀樹 君

川崎西 RC 五十嵐様の卓話、楽しみにしております。
吉田明宏 君、武田信平 君

先週 29 日、フロンターレはヴィッセル神戸と戦いました。ホー
ム最終戦であり、優勝に向け絶対に勝たなければならない試合
ということで、2 万人を超える観客がフロンターレを応援して
くれました。試合は一進一退の攻防でしたが、後半 39 分に家
長選手が PK を決め、2 対 1 で勝利しました。これで優勝は最
終戦に持ち越しです。フロンターレが FC 東京に勝ってマリノ
スが負ければ、フロンターレの逆転優勝です。応援をよろしく
お願いいたします。

親睦委員会： 峯岸雅宏 君、丸山久 君
川崎フロンターレ、がんばってください！
五十嵐様、卓話よろしくお願いいたします。

SAA： 朝山浩 君、米山元章 君、高橋純司 君
①川崎西 RC 五十嵐様

本日はお忙しい中の卓話、ありがとうございます。
②今年度はニコニコ基金への積み立てが重要な年です！

 会員の皆様、ニコニコへのご協力を SAA 一同お待ちしており
ます。

本日 累計

ニコニコリポート 20,000円 452,000円
ニコニコボックス 0円 8,000円


