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望月由紀江会員
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－

－

出席報告

2022年2月1日  ［火］　 第1456回例会　天候：　

青木　丈洋幹事司会進行

皆様こんにちは、本日は皆様に私事ですがご報告が
あります。

この度、２級施工管理技士に合格となりました。２
年前？ですかコロナ過に陥った時にどうせ自粛する
ならと考え日建学院にウェブでの受講を申し込みま
した、この年になって必死に頭をフル回転させながら
試験に挑みました。2022年1月31日にハガキが届きま
して見事、合格することが出来まして「やれば…でき
る」とお笑いの人も言っているように私もそう思いま
した。

まだこの時点で、コロナが蔓延していますので次の課
題は１級施工管理技士に向けて挑みたいと思います。

小野田　貴会長会長挨拶

小野田　貴会長開会点鐘

「君が代」「奉仕の理想」

小林　勇貴会員ロータリーソング

ゲスト卓話者
　FM・Hiパーソナルティ パトリックボックス様

望月由紀江会員ビジター紹介

2月13日（日）　
VELTEX静岡見学会

（第1457回例会）本日の例会案内

2月15日（火）　
ゲスト卓話

次回のプログラム

・本日、例会、終了後、理事会を開催します。
・インターシティ・ミーティングは中止になり

ました。
・静岡北RAC年次大会はハイブリット形式で

開催します。

青木　丈洋幹事幹事報告

メモリアルデー
会社創立記念日／2月1日
結婚記念日／2月14日

青木　丈洋幹事
内田　英男・敦子様

青木　丈洋幹事おめでとう

趣味同好会　吐前　敏孝委員
・RI会長杯ロータリーワールドゴルフ大会の件

社会奉仕委員会　山﨑　俊昌委員
・VELTEX静岡、バスケッボール試合見学会は

開催の予定です。

委員会報告
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FM・Hiパーソナルティ　　
パトリックボックス様

1992年に日本に来 たとき私が、働いていたお店の上司に、
休暇に行くところだと言っていました。

ジョージア州アトランタを飛び出した後、LAXから（LAXは、
ロサンゼルス空港 のことです。）私の上司に電話をかけて、
「休暇だとは言いたくないけど、私は何年も何年も日本に住
むつもりだ」と言（ い ）いました。

 
========歌う========

 
1963年坂本の歌はアメリカで大ヒットしました。それでもア

メリカでヒットした日本語のmusicはこれだけということを、
internet のどこかから学びました。今は、FM-Hi!で英語の
musicを流していますが、アメリカのポップミュージックがあまり
聞かれなかった時期があることもわかりました。それとはんた
いにRed Stewartが1946年に書いた。Tennessee Waltzは、
1948年にリリース（release）されます。 そして、1950年に日本
では、これまででもっとも売れた海外の曲になりました。テネ
シー・ワルツLIVEを最後にきいたとき、ギターに注目をあて
ると、音楽業界でもっともたいせつな男の人が演奏しました。
私の長男と私はLESをきいてみるためだけにニューヨークに
いきました。その年の8月にレスが亡くなったので、それは2009
年だったと思います。

レスがTennessee Waltzを演じた方法は、おおくの即興演
奏でした。私たちが彼をきいたとき、レスは94歳でした。

彼（ ）の名前はGibsonとおそらくEpiphoneのギターにつけ
られました。彼はおおかれすくなかれエレキギターをつくったと
言う人もいます。

長男と私はいっしょに、すばらしい経験をしました。そして彼
は静岡に何回か訪問しました。そのさいごの訪問では、彼の
妻と私のふたりの孫もきました。2015年のお正月、私のふたり
の息子がふたつの、とてもちがう結婚からきていることを私は、
みとめなければなりませんでした。不思議なことに長男と私
は別々におなじ年の2003年に結婚をしました。彼は静岡に
結婚式とパーティーのためにきて、それから数週間後私はアト
ランタでの彼の結婚式とパーティーへ行きました。彼の妻の名
前はレベッカです。私の妻の名前は葉末です。

私のアメリカ人の息子（むすこ）は1975年にうまれました。
私の日本人の息子は2005年にうまれました。どちらも私より
ハンサムです。私の日本の息子は禄郎太で、ときどき｢ロッ
キー｣です。彼はハーフではありません。日本人＋アメリカ人は
｢ハーフ｣ではなく｢ダブル｣であるべきです。彼の高校はサレ
ジオ高校です。彼はサレジオのためにバスケットボールをする
のが好きですが、アメリカの大学やプロチームのファンになるこ
とには関心がありません。彼はただ選手であり、それについて
真剣にプレイしています。

家族についてはあまり好んではなしたくはありません。ラジ
オパーソナリティとしての私のしごとは、音楽だけです。おおく
の人は｢私の趣味は音楽をきくことです。」といいます。だれも
が、できると私はおもいます。あるいはそれが明白であまりにも
基本的であるため、いえないのだとおもいます。音楽は、いた
るところにあります。

あなたの人生は、それが映画であるかのようにsound 
trackをもっているべきです。あなたはそれが良歌だから覚え
ているものもありますが、それらがそれぞれの人生のなかで心
にとまったから覚えているという歌もあります。

高校時代はポップミュージックをあまりきかず、ラジオでレ
コードをきくような人でした。テクノロジーは｢レコード｣のていぎ
をかえました。｢レコード｣は78RPMのこわれやすいレコードで、
そのご45ｓと33で、三つ目のアルバムはl （V-Neal）になりま
した。それからCDが登場しました。今ではデバイスにダウン
ロードするか、YOUTUBEまたはSpotifyから再生します。

自分（じぶん）の音楽、自分の人生のsoundtrack のDJに
なります。私のアートフォームは時代遅れでしょうか？

すべての人生はことなります。人生のsoundtrack はそれ
ぞれことなる可能性がありますが、音楽が私たちにどのように
影響するかは、私たちをサプライズさせることがあります。

私は静岡の高校生（こうこうせい）にoriginallyという言葉
の使い方を教えてきました。

 I have taught some high school students in Shizuoka 
how to use the word originally.They could ask Where 
are you from? I could say I am from Shizuoka Ken, 
Japan. Then they could ask  Originally?  My answer 
would be   No、 originally I am from Atlanta、 Georgia, 
USA. Just an old sweet song keeps Georgia on My Mind、 
but home is where the heart is. I am here with you.

故郷というのは、心のあるところです。
私はあなたとここにいます。
ご清聴ありがとうございました。

［担当：大橋（利）］

小野田　貴会長閉会点鐘

■岸　　好子会員
ゲスト卓話FM・Hiパーソナルティ　パトリックボッ
クス様を歓迎致します。
■大橋　知文会員
今日から２月、新しい気持ちで臨みたいと思いま
す。本日のゲストはFM・Hiパーソナルティ　パト
リックボックス様です。面白いお話を宜しくお願い
します。
■荒井　弘樹会員
結婚記念日のお花、本当にありがとうございました。
これからも仲良くやっていきたいと思っています。

荒井　弘樹会員スマイル ■石垣　徳夫会員
自由民主党静岡県連「党員・党友の集い」のご案内をポ
ストに入れさせて戴きました。再三で恐縮ですがチケット
の購入を宜しくお願い申し上げます。

■大橋　知文会員
アクトの皆様が活躍できますよう祈念しております。

静岡北RACスマイル 荒井　弘樹会員


