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「第一例会」
会長挨拶
三条南ロータリークラブ
会長

平松 修之
こんにちは。
今日はビートルズの「大ヒット曲」に隠された秘話
について、少しだけお話したいと思います。
ビートルズの楽曲をほとんど手がけ、
「５人目のビ
ートルズ」とまで言われたイギリスの音楽プロデュ
ーサーでジョージ・マーティンという男がいます。
オーディションでビートルズを見出し、デビューさ
せたのは彼であり、後に国王からナイトの称号まで
授与されている、その道では有名な人物です。
さて、デビュー曲の「ラブ・ミー・ドゥ」がイギリ
スのヒットチャートで 17 位にランクインした彼ら
ですが、勝負となる２曲目として、プロデューサー
のマーティンはビートルズのメンバー以外の人が作
詞作曲した曲を用意しました。しかし、
「俺たちが歌
う曲は、俺たちが作る！」とメンバーの一人、ジョ
ン・レノンが異を唱えました。当時のマーティンの
命令は絶対だったのですが、そこでジョン・レノン
はたった一晩で曲を作り、２曲目はこれでいきたい
と訴えました。
この、ジョンがたった一晩で作ったのが名曲「プリ
ーズ・プリーズ・ミー」です。この曲を聴いたマーテ
ィンは「この曲なら」と自ら提案した曲を引っ込め
て、２曲目への採用を決定したそうです。
ジョン・レノンがビートルズの方向性をかけて作
ったこの曲はイギリス国内で１位を獲得して、
ビートルズは確固たる地位を築くことになった訳で
す。
話は変わりますが、次年度の RＩ会長のテーマが
「イマジン ロータリー」と発表されました。最近
ではめずらしいくらいストレートでインパクトのあ
るテーマだと感じました。
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多分私たちの世代では「イマジン」と言えばジョン・レノ
ンを真っ先に連想される方も多いと思います。平等を願い、
平和を祈り、反戦メッセージを掲げ、愛を求める男……。
ジョン・レノンはそんな側面を持つ人間でした。彼の名曲
「イマジン」は１９７１年に発表されてから今年で５１年
目になります。さまざまな場面で流され、唄われ、ジョン
の代表曲として認知されるとともに、愛と平和の代名詞の
ような歌となっています。
今まさに、突然始まった戦争という状況下で、最近また、
この曲をよく耳にします。平和な日々が１日も早く戻って
くるよう、そして、反戦ソングとしてではなく、Imagine…
〈想像してごらん〉とくり返される単純な美しいバラード
として歌い継がれ、平和な世の中になるよう心から祈りた
いと思います。
今日はこれで挨拶に致します。

ニコニコボックス
4/4 12,000 円
今年度累計 260,90６円
平松会長「昨日は久しぶりに屋外のランニングに出かけました。
桜の蕾はぷっくりと開花寸前でした。水仙、木蓮、レ
ンギョウ……春のスタートを感じました」
木村幹事「BOX に協力します」
西潟君「プロ野球セ・リーグ、
ジャイアンツファン以外の皆様、
少し気が早いですが、申し訳ございません、ジャイア
ンツの優勝が決まりました？？？」
佐藤君、坂井君、大渓君、野崎君、荒澤君、銅冶君、
熊倉君、坪井君「BOX に協力します」
田代君「偶然、少しだけ早く来たらきょうの BOX 担当でした。
BOX にご協力ありがとうございました」

◆本日の出席：39 名中 27 名
◆通算出席率：80.39%
◆先週のメークアップ：
3 月 28 日クラブ運営会議（松木屋）へ
松﨑孝史君、太田義人君、布施純也君、杉井旬君、
石山昌宏君、熊倉高志君
3 月 29 日三条北 RC へ
広岡豊樹君、坪井康紀君
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◆幹事報告 木村譲幹事
◇ＲＩ第 2560 地区ガバナーエレクト事務所より
「2022-23 年度地区研修・協議会」の御案内
2022 年 5 月 21 日（土）会場とＷＥＢのハイブリッド
方式で行われます。会場での出席は、松﨑会長、太田幹事。
他、参加対象のクラブ委員長と地区役員はＷＥＢ参加
◇ＲＩ第 2560 地区ガバナーエレクト事務所より
「PETS（会長エレクト研修セミナー）
」の御礼
◇ＲＩ第 2560 地区第四分区外山晴一ガバナー補佐より
「2021-23 年度ＩＭ（インターシティーミーティング）
」
の御案内と御出席のお願い
日時：2022 年 5 月 7 日(土)午後 1 時 30 分～4 時 45 分
会場：ジオワールドＶＩＰ
懇親会はなし、折詰持ち帰り。南クラブより 20 名の参加が
要請されています。御出席お願いします
（出欠につき、4/11 までに事務局へご連絡ください）
◇ＲＩ第 2560 地区事務所より「不審なメールに関する注
意喚起（再）
」
件名や差出人名など、巧妙になりすましたメールが出回って
います。添付ファイルは開かずに削除してください
◇ウクライナ支援寄付
ロータリー財団への寄付を受け付けています。
（4 月 28 日
まで送金可）▷個人、法人可。税制優遇が受けられます
◇三条ローターアクトクラブより
「三条 RAC50 周年記念事業“50 ㎞清掃活動”
」のご案内
日時：2022 年 4 月 23 日（土）
午前の部 8：30～9：30（受付開始 8：00）集合場所：
燕三条リサーチコア▼午後の部 13：00～14：00（受
付開始 12：30）集合場所：三条市総合運動公園（三条
パール金属スタジアム）
◇４月のロータリーレート
１＄＝122 円（3 月のレート１＄＝116 円）

◆理事役員会報告
日時：2022 年 4 月 4 日（月）12：10～12：25
会場：三条信用金庫３階ロビー
出席：12 名中 9 名
議事 1．会員増強（候補者選定）について……‥‥継続
議事 2．今後の例会、変更について…………………承認
議事 3．第四分区ＩＭ（5/7 土）について……20 人出席
議事 4．ウクライナ支援活動（寄付）について
‥‥財団 BOX へ 1 会員当り 1,000 円を募る
議事 5．慶弔費支出について【報告】
‥‥故・鈴木守男元ガバナー補佐(三条東)の葬儀に
香典・生花・弔電

近隣クラブ例会変更の御案内

（記帳場所）

12 日(火)三条北 RC 地区ゴルフ大会

三条ロイヤルホテル

13 日(水)三条ＲＣ

三条信用金庫

移動例会

『ロータリーの友』4 月号より
クラブ会報委員会 杉井 旬会員
ロシアがウクライナに侵攻してから１か月余が過
ぎました。なによりも人道的見地から、そして世界
各国の経済に対する悪影響を考えても、１日も早い
停戦と、話し合いによる紛争の解決が望まれていま
す。
『ロータリーの友』4 月号の「エバンストン便り」
（横組 39 ページ）には、
「1990 年、モスクワに最初のロータリークラブが
設立。現在、ロシアには 80 のロータリークラブ、
1,067 人の会員が居ます。子どもたちへの支援など
地域奉仕に携わっています」とあります。最初のク
ラブ設立からすでに 32 年が経過しています。地域
奉仕活動とともに、平和を実現する運動にも大きな
影響力を発揮していただきたいと願っています。
ウクライナのロータリーについては、
「クラブは49から62に、
会員は800から1,100
人に増え、また、24 のローターアクトクラブがあり
300 人以上の会員がいます」と紹介されています。
ロータリアンの人数ではわずかにウクライナの方が
優勢のようです。
国際ロータリーは、ウクライナ情勢に関し、
「ロータリーは、ウクライナにおける状況悪化と、
人命の喪失および人道的苦難が深刻化していること
を深く懸念しています。ウクライナに対する軍事行
動が続けば、地域の荒廃を招くだけでなく、欧州と
世界にも悲惨な結果が広がる恐れがあります。世界
最大の人道支援団体のひとつとして、ロータリーは
『平和』を世界的使命の礎としてきました。私たち
は、国際社会と共に即座の停戦、ロシア軍の撤退、
および対話を通じた対立解決のための違いを超えて、
親善を推進し、戦争や暴力の被害者への支援を先導
する平和構築事業に積極的に取り組んできました。
私たちは今、この悲劇的な出来事に直面しているウ
クライナのロータリーの会員や人々のために祈りま
す。国際ロータリーは、救援物資や支援を提供し、
ウクライナ地域に平和をもたらすために全力を尽く
します」
との声明を発表しているそうです。
ロータリー財団はウクライナ支援のための災害救
援基金も設置しました。詳しくは『ロータリーの友』
4 月号横組 39 ページをお読みください。

