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2008.4.19（土）18:00 はクラブ創立１０周年例会

昨年の寄付のお礼にメイクアウ
イシュジャパンから障害者の子
供さんの絵をいただきました。

その他予定
3/9 13:30★ 日（ ）IM 都市連合会

～ 白山市松任文化会館18:00
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みなとＲ市内クラブ例会 変更
（火） クラウンプラＣ 1/29 ANA

ザホテル金沢「創立１５周年記念例
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新年おめでとうございます
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（水）新年例会 ホテル1/9
12:30 14:00日航 －
休会（金沢８ＲＣ新年1/10

合同例会に振替）
藤舎麻衣様1/17
相良光貞会員1/24
（さがら整形外科医
院院長）

堀江浩一様1/31

空からみた白山連峰は雄大
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『手に手つないで』点鐘 SONG
四つのテスト

金沂秀会長がまだ来ら会長 挨拶
、 。れませんので 私がご挨拶致します

南光州 から年賀状がきていまRC
す。今月のお誕生のかたおめでとう
ございます。

（卓話者） 藤舎 眞衣（とうしゃ まい）様です。特別ゲストの紹介
二木秀樹会員、池田裕之会員 石丸幹夫会員 宮本薫子（かおるこ）会員今月の誕生者の紹介： 2/2 2/7 2/20

大平政樹会員 谷 伊津子会員2/27 2/31
幹事報告・委員会報告

①ＩＭの案内 ３月８日（土）本会議 ～懇親会 ～ホスト野城幹事 13:30 16:40
：白山石川ＲＣ ②今月の理事役員会はお休みです 昨年の社会奉仕活③
動のメイクアウイッシュジャパンのお礼が来ています （１ページ参照）。

１０周年記念の風呂敷です。二木秀樹会員
のポストカードです。江守道子前幹事 永津さんの個展案内

～ 年度 ロータリー国際親善奨学生 永津照見さん個展があ2003 4
2004 2005 2005ります フランストゥールへ留学 ～ 年まで在籍。（ （ ）

ベルギー政府給費奨学生（ ～ 年度）としてブリュッセ2005 2006
ルに留学）

美術サロン「ゆたか （後援：ベルギー王国大使館・北國新場所 」
聞社・エフエム石川・テレビ金沢 ） （土)－ （日）期間 1/19 27

１月号ロータリーの友に家内の短歌が採用石丸幹夫会員
されました。

《 食 事 》
¥21,000- ¥412,963 ¥5,654,748-ニコニコＢＯＸ 本年度累計 残高

、 。 。 、石丸会員 今年はクラブ１０周年 良い方を会員に紹介してください クラブ発展の年です 眞衣さん

。 。井口さん本日は有難うございます 今日の井口さんの踊りをすごく楽しみにして来ました上杉会員

お仕事お忙しい中今後も頑張ってくだい。 今度の土曜日に姉妹クラブの京都北東ＲＣへ炭谷会員

岩倉会員と共に伺います。眞衣ちゃん、ようこそ。井口会員頑張ってください。楽しみにしています。

眞衣様の卓話と井口会員の踊りを楽しみにしています。 新年あけましておめでと木場会員 水野会員

。 。 。 。うございます 今年もよろしくお願いします 眞衣さんようこそ 井口さんの踊りを楽しみにしています

。 。宮永会員 眞衣さんをお迎えして 井口さん頑張ってください

先日の狂言の発表会で附子（ブス）の太郎冠者（たろうかんじゃ）

を演じました。笑いをとれて楽しい一日でした。 皆様、あけましてお村田会員

めでとうございます。今年も宜しくお願いします。別用の為、師匠の笛を聴く時間が無

いので残念です。妻に代役をお願いしました。 眞衣さんのしの笛、井吉田昭会員

口さんの藤間流踊り。お正月が二度きた喜びです。眞衣さんの入会を心からお待ちして

います。 ２００８年が良い年になりますように。 明け吉田光会員 多田会員

ましておめでとうございます。今年もよろしく。

井口 千夏 会員・齋木妙子会員（藤間勘菊 『鶴 亀』日本舞踊 ）

藤舎 眞衣（とうしゃ まい）様講話の時間 『笛について』
紹介 北山吉明企画委員長 この 年眞衣さんの話しがまだだったとは信じられません。ここ一年10

の成長は著しいものがあります。

あけましておめでとうございます。藤舎 眞衣さん：
まず 「能管」は、日本の横笛の一つで、能楽に使用されるだけでなく、歌舞、
伎や寄席囃子祇園囃子でも用いられています。 竹製のエアーリード楽器で、
「のど」と呼ばれる部分があるのが特徴です。四十センチ程の長さで、七つの

。 、指穴を持ち穴の周囲は漆で固められています 雅楽に用いられる龍笛と同じく
女竹（篠竹）製です。 歌口と一番手前に指穴との間に「のど」と呼ばれる厚さ リ程２ミ
の竹管が挿入され、狭隘部を形成してぃるのが特徴です。 この部分のために、共鳴モー
ドの成立が妨げられ、西洋の平均律はもちろん、日本の各種音階とも異なる独特の音階と
極めて、かん高いヒシギ音が得られるとのことです。

次に 「篠笛」について説明します 「篠笛」も能管と同じく日本の横笛の一つです。、 。
開け、漆ないし合成樹脂を管の内面に塗った簡素な構造の「篠笛」は篠竹（雌竹）に歌口と指孔（手孔）を

横笛です 「篠笛」は、竹の割れ止めに藤を巻いて漆を塗る以外ほとんど装飾することなく、竹そのものといった簡。
。 、「 」 。 、素な姿をしています これは 篠笛 が庶民階級で愛好されてせたことが大きな理由のようです そういう意味で

貴族や武家などの上流階級が用いた「龍笛」や「能管」と大きく違う特徴です 「篠笛」は庶民の楽器であるため、。
点鐘外見、指孔の数、長さ、調律の種類が数多く、日本各地に多種多様な「笛」が存在しています。
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港町の話 永津照見画


