第１８９号
令和 4 年７月

六臂如意輪観世音菩薩
姫路市の北部、標高 370m の山上にある書寫山圓教寺は西国観音霊場の第 27 番札所として知
られています。圓教寺は１千余年前に性空上人によって開かれた天台宗のお寺で西の比叡山と
も呼ばれています。京都の清水寺に似た摩尼殿をはじめ、素晴らしい国や県の重要文化財がた
くさんあります。
写真は、書寫山圓教寺摩尼殿の超秘佛「六臂如意輪観世音菩薩」
、延応元年（1239）の作です。
仏像彫刻は、鎌倉時代に入ると専門職の佛師が数多く登場し、技術も数段に向上してきます。
それは道具の発達により、髪の毛を縦半分に割けるような鑿もこの時代に登場します。
書寫山には秘佛が多くあります。六臂如意輪観世音菩薩の御開帳は毎年 1 月 18 日、修正会の
日となりますが、この写真の超秘佛六臂如意輪観世音菩薩ではなく、昭和 8 年に彫刻家石本暁
海氏の作で白木の木彫六臂如意輪観世音菩薩であります。それでも前に立つと、すうっと、心
が澄んでいく思いがします。写真の六臂如意輪観世音菩薩は特別の展覧会以外は門外不出であ
り、次の公開予定は決まっておりません。
なお、書寫山圓教寺の前住職の大樹孝啓師は現在天台宗の第 258 世天台座主であります。
写真（圓教寺提供）、文（高島 隆三郎）
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理 事 長 就 任 挨 拶
三村

明夫

日本製鉄

この度、アイアン・クラブの理事長に就任

会への貢献等の中にこそあるという思いを

した三村です。

新たにいたしました。オンラインでのコミ
ュニケーションは誠に便利なもので、こん

鉄鋼に関わるオール経済人が集う、歴史

なに便利で生産性の高いものをなぜこれま

と伝統ある当クラブの理事長を拝命し、改

で使わなかったのかと反省させられます。

めて身の引き締まる思いです。
OB と現役が

しかし、リアル会議等で久しぶりに再会し

幅広く集う親睦の場として、ふさわしいク

た際の参加者の皆さんの笑顔や、会場のあ

ラブにしていきたいと考えておりますので、

ちこちで語らいの花が咲くのを拝見するの

皆様、何卒どうぞよろしくお願い致します。

は、誠に嬉しいものです。

これまでの約 2 年間は、残念ながら、当

今後については、新たな感染拡大の波は

クラブの活動も新型コロナウイルス感染拡

あるかもしれませんが、ワクチン接種の進

大の影響を大きく受けました。特に名所・旧

展等も踏まえ、感染拡大防止と様々な社会

跡散策、歌舞伎観劇、音楽鑑賞、ゴルフ、囲

経済活動の両立を図るべきです。そうした

碁、新年賀詞交換会などの交流活動は一時

ことを実践してはじめて、コロナ禍で人々

的に中止を余儀なくされました。一方で、講

を広く厚く覆ってしまった「コロナマイン

演会については、オンライン開催方式を導

ド」を払拭することに繋がるのではないか

入するなど工夫することで、質を落とさず、

と思います。アイアン・クラブについても、

かつ回数を通常よりも増やして、コロナ禍

感染状況には十分留意しつつ、同時に様々

でも継続実施できるようになったことは大

な工夫を凝らしながら、徐々に諸活動の再

きな前進です。

開を図っていきたいと考えております。

コロナ禍は我々の社会生活やマインドに

最後になりましたが、今後とも、副理事長

も大きな影響を与えましたが、一方で個人

をはじめとした役員の皆様、会員の皆様、事

としては、
「幸せ」とは何なのか、改めて見

務局の皆様方と力を合わせ、アイアン・クラ

つめ直すきっかけにもなったのではないか

ブをさらに発展させていけるよう、微力な

と思います。私自身は、幸せとは、家族との

がら力を尽くしていきたいと考えておりま

触れ合い、友人達との語らい、会社の同僚と

すので、何卒どうぞよろしくお願い致しま

の共同作業、ボランティア活動等による社

す。

1

第１８９号

アイアン・クラブ

令和４年７月

副理事長就任挨拶
宮崎

徹夫（元）JFE ホールディングス

7 月のアイアン・クラブ総会後の理事会

に置いて奮励されておられるメンバー各位

において副理事長を命ぜられた宮崎徹夫で

のご努力、更には事務局の方々の行き届い

す。面識を頂いていない方も多いと思われ

たご奉仕のお陰で、55 年もの長きに渡っ

ますので簡単に自己紹介させて頂きます。

て順調に継続されてきたことにまず深い敬

私は 1965 年に旧川崎製鉄に入社し、2009

意の念を表します。

年 JFE ホールディングを退任、社友となり
ました。その間、一貫して経理・財務畑を

小生も三村新理事長の下、新しい体制下

歩んで参りました。営業関係者が圧倒的に

で、これまで以上にアイアン・クラブが発

多いこのクラブでは、経歴として少数派で

展し、関係者皆さまの交流が深まり、様々

あると自覚しております。

な知的刺激を提供できるように微力を尽く
したいと考えます。特に現状では数が少な

JFE を退任後、君島英彦先輩に強く勧め

い女性会員並びに JFE 関係者を増やすべく

られ、アイアンクラブ・メンバーにさせて

努力することが、これからのアイアン・ク

いただきました。入ってみると、このクラ

ラブ発展に繋がるのではないかと考えてお

ブでは、非常に質の高い講演会が催される

ります。

だけでなく、懇親ゴルフ会は盛んですし、
歌舞伎の鑑賞や紀尾井ホールでのコンサー

また、コロナの動向はまだまだ不透明で

ト等多様なサービスが提供されることが分

はございますが、オンラインばかりに偏重

かり、入会以降はしっかりと熱心にメンバ

することなく、感染予防を十分に施したう

ーライフを楽しませて頂いております。

えで、会員が直接触れ合う機会を増やすこ
とがクラブの元々の設置目的に適うのでは

鉄鋼業の発展に貢献した人たちの懇親と、

ないかとも考えております。この点に関し

人生を豊かにするようないろいろなイヴェ

ては、今後皆さまと十分議論したいと考え

ントを実施する、というアイアン・クラブ

ております。以上、どうかよろしくお願い

の二つの大きな目的は、これまでの諸先輩

申し上げます。

の長年にわたるご尽力、並びに各種委員会
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副 理 事 長 就 任 挨 拶
岡

素之

住友商事

この度、アイアン・クラブの副理事長に就

ていると拝察しています。

任しました住友商事の岡です。

日本及び世界の情勢は大きな変化と共に

伝統あるアイアン・クラブの副理事長に

複雑な状況になっています。

就任したことは大変光栄であります。

特に新型コロナウイルスの感染拡大は人

鉄鋼業界全体を対象とする親睦の場であ

間交流に制限を与え、その結果多くの人々

るアイアン・クラブが 50 年を超える長い間、

が心身共に大きな負担を受けています。ワ

存続・発展できたのは、歴代の関係者皆様の

クチンの開発・接種は進んでいるものの、終

多大なご尽力の賜物であります。ここに敬

息には今しばらく時間が掛かるように見受

意を表すると共に、深く感謝申し上げます。

けられ、極めて深刻な状況であります。

さて、私の略歴につき紹介させていただ

残念ながら当クラブでも諸行事を中止・

きます。1966 年に住友商事に入社後、鋼管

縮小していますが、このような厳しい状況

貿易部に配属され、1997 年まで鋼管ビジネ

下でも本来の目的を達成し、会員の方々が

スに携わりました。この間、ニューヨークと

明るく元気で人生を楽しむことが出来れば、

ヒューストンの 2 ヶ所での駐在を経て、

それは最上の喜びであります。

1994 年から 3 年間、鋼管本部長を務めまし

三村理事長をはじめ、新体制の下で会員

た。2014 年に当クラブの会員になりました

の皆様がこの喜びを実現できるように微力

が、名ばかりの会員で何ら活動に参加して

ながらお役に立つべく最善を尽くす所存で

こなかったことに少なからず負い目を感じ

す。会員の皆様のご支援・ご鞭撻を宜しくお

ています。

願い申し上げます。

当クラブは文化・教養等あらゆる方面か

最後になりますが、皆様のご健勝とアイ

ら会員相互の交流を活性化することにより、

アン・クラブの益々の発展を祈念申し上げ、

会員一人ひとりの人生が豊かになると共に、

私のご挨拶とさせていただきます。

諸活動を通じて社会課題の解決にも貢献し

3

第１８９号

アイアン・クラブ

令和４年７月

アイアン・クラブの一層の活性化に向けて
（活性化検討プロジェクトチームの提言を受けて）
総務委員長

羽矢

惇

１．はじめに
新型コロナ感染拡大を受けて、ほとんどの事業が休止

④ 15 年前、諸先輩が IT 委員会を立ち上げて事務局業

状態となる中、新規会員の勧誘活動が低下して会員数の

務の効率化やコストダウンを図りました。その後の

減少が続きました。この機会に相対的若手会員に活性化

IT 環境の変化に対応し、各委員会の IT 的サポート

議論をしてもらうためにプロジェクトチーム
（以下 PT）

を充実し、事務局業務をサポートするため、広報的

を立ち上げました。矢島勉座長以下 9 名のメンバーと事

業務を新設広報委員会へ移管し新 IT 委員会としま

務局で、活動の内容と対外活動（認知度、勧誘力）の両

す。

面から議論を重ね、会員アンケートも実施し総務委員会

⑤ PT で議論が出たテーマの中で社会貢献活動はクラ

に報告してもらいました。アンケートの概要は別掲記事

ブとして取り組むことはせず、既存の外部組織と連

をご参照ください。

携を図ります。

２．PT からの主な提言は以下の通りです。

４．新しい魅力あるアイアン・クラブへ

① 若手会員や賛助会社の社員が参加しやすくなる工

① アイアン・クラブは 30 歳台から 90 歳代まで極めて

夫（講演会の開催時間など）
、若手中心の集りなど若

広い年齢層の会員によって構成されています。一般

手会員が参加したいと思う事業の実施

論として年齢層の幅は関心の幅につながります。

② 会員勧誘組織の強化

アンケートでも比較的高年齢層からは現在の活動

③ 対外発信力の強化（マスコミ、ホームページ、会報、

を評価する声が多く聞かれましたが、一方若手層か

パンフレット等）

らは消極的な反応が多く見られます。

④ 事務局業務の適正化

② 同窓会的組織では若手は仕事が忙しいうえに、先輩
の態度に対して肩身の狭い思いを持ちがちです。し

３．今後の対策として、以下の対策を検討し可能なこと

かし、その若手が続いてくれないことには組織の先

から実施します。
① 勧誘専門組織の設置

行きは先細りです。仕事では現役の人が多い 65 歳

会員勧誘は元々総務委員会の重要任務ですが総務

以下（U65）対策と鉄鋼業を構成する多くの賛助会

委員会の中に加入対象層に顔がつながる若手を中

社群の参画はクラブ発展の鍵です。

心に特別チームを立ち上げました。12 月までをキャ

勿論現在の活動を担う 65 歳以上の世代の会員の方

ンペーン期間として勧誘活動を強化します。また、

にも新たな事業等一定数以上のご希望には今後も

賛助会社の勧誘にも力を入れます。

対応を検討します。

② 若手層、賛助会員から見た魅力度の向上

③ 約 500 名の個人会員と 55 社の賛助会社から頂く会

加入する気持ちになってもらうためには「入会して

費を会員の広い関心の幅に応えるために、どう活用

得るもの」がなければなりません。

させていただくか取捨選択が必要です。事務局と委

WEB 講演会は時間的制約のある現役会員にも視聴

員や会員のボランティア的協力という人的制約も

しやすい工夫を導入しています。

あります。財政、人材両面で工夫をしながら進める

今後もこの層が参加できる工夫や新しい事業の検

必要があります。

討を行いたいと考えています。

④ この度、新理事長就任、副理事長の増員と新しいト

具体的には若手会員限定の事業や家族も交えた、老

ップ体制になりました。8 つの委員会の正副委員長

若男女が気楽に参加できる事業が検討課題です。

会議を設けて会員サービス向上のため、横の連携を

③ 内容の充実と同時に対外的認知度向上が大きな課

緊密に図ります。

題なので広報委員会を新設し、会報の充実を図り、

これからも会員の皆様とともに楽しい、魅力あるア

マスコミ対応等当クラブの対外認知度向上に努め

イアン・クラブつくりに努力いたします。会員各位

ます。

のご支援ご協力をお願い申し上げます。
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会員アンケートの結果について－総務委員会
新型コロナの感染が拡大する中、各委員会の事業活動が制限されて約 2 年が経った昨年
秋、若手会員のプロジェクトチームにアイアン・クラブ活性化の方策を議論してもらいまし
た。
チームは矢島勉座長以下 9 名で約半年間熱心に検討を重ね、改革課題を総務委員会に答申
しました。総務委員会は別掲の記事「活性化検討チームの提言を受けて」のような対策を検
討、実施したところです。
アンケートは全会員にメールまたは郵送で実施され、52%の方から回答していただきまし
た。ご協力いただいた皆様にはこの場を借りてお礼申し上げます。当クラブ会員は 30 歳台
から 90 歳台まで極めて幅広い年齢層で。回答者の属性は 4 区分の年代のみ把握しました。
尚、この記事の基礎資料 8 頁（全問回答結果―年代 4 区分別％、及び自由記述も踏まえた
回答概要）をご希望の方は事務局にご連絡ください。メールまたは郵送でお送り致します。
（１）回答状況（表１）
全

体

60 歳未満

６０歳台

70 歳台

80 歳以上

会員数（配布数）

482

82

120

160

120

回答者数

人

251

38

53

105

52

回答率

％

52.1

46.3

44.2

65.6

43.3

年齢未回答者が 3 人
（２）アイアン・クラブに対する愛着度
①入会動機について約 7 割の人が、会社の制度や前任者・先輩からの勧誘をあげている
（グラフ１）
。若い世代の会員程受動的な回答が見られ、この傾向は継続意思でも同じ
である。
一方、70 台以上ではより積極的な回答が多く、自由記述でも積極的・自主的入会の意
思が多くみられる。
②敢えて、退会意思を尋ねた質問では、全体を通じて 75%の人がそうは思っていないと
回答しているが、20%強の人が「たまに」を含めて退会を考えている。その理由として
高齢者の体調起因は止むを得ないにしても受け身的入会経緯、仲間の減少、活動内容へ
の不満がある。

<全体>

① 現役時代に会社の制度で入会したから

④,

①,

19%

③,
15%

33%
②,

② 前任者、先輩から勧められ、やむを得ず
③ 退職後も会員を継続したいと思ったから
④ その他

33%
グラフ１
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（３）活動の評価
①アイアン・クラブの現在の活動で興味を持てる活動の有無に関する質問（Q7）では、79%
の人が「ある（多く、少し）」と答えている。興味がある比率を年代別にみると若い年代
から 60%、71%、84%、94%と年代ごとに 10 ポイントずつ増えている。この評価は Q11
（入会後のメリット、意義）でもほぼ同じ数字で表れている。
②興味を持てる活動（複数回答）として挙げられたトップは講演会で全世代を通じて 90%
以上（全体で 94.4%）の支持を得ている。芸術鑑賞会（歌舞伎・音楽など）も全世代通じ
て 40%の会員が支持している。
（グラフ２）
講演会

187

芸術鑑賞会

80

ゴルフコンペ

51

OBと現役交流会

36

趣味交流会

31

自然観察会

30

旅行

19

その他(自由記述）

14

グラフ２

「全くない（1.6%）
」
③一方、20%の人が Q7 で興味の持てる活動が「あまりない（15.1%）」
「よく分からない（3.2%）
」と回答している。
特に 60 歳未満、60 歳台のグループではその比率は 40%弱と 30%弱であり、これらの年
代では約半数の人がアイアン・クラブは敷居が高いと回答している。尤も同年代の半数は
敷居が高いとは思わないと回答しているが。
④敷居が高いと感じる理由に関して全世代を通じて「元高役職者が多い」
「年齢層が高い」
点が挙げられている。
ほかに「親しい会員が少ない」
（全世代を通じて 40%前後）「活動内容の魅力不足（高齢
者向き）」
（24%）という理由をあげられている。
（４）今後の活性化に向けて
①今後の活動方針に関して、重要な活動、活性化に必要と思う活動、関心の高い活動を尋ね
た Q15（複数回答）の結果はグラフ３の通りである。
教養、知識、情報等の向上を図れる活動

178

会員間の親睦に関する活動

110

鉄鋼業が社会に役立っていることの理解活動

101

社会貢献、ボランティア活動

79

スポーツ等健康増進活動

53

新入会員の増加促進や活動内容の理解促進

44

その他（自由記述）

19

6
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Q7 の現在の活動の評価と重なる部分（教養・知識・情報の向上、会員間の親睦）が上
位を占めているが、鉄鋼業の理解活動、社会貢献など従来の活動分野以外の点もある規模
で注目されている。
②前項目との関連で会員間親睦向上に関して従来の活動の頻度向上や質的向上（68・1%）
とリモート活用（31・9％）が挙げられている。
（リモート論には自由記述で否定的な意見
もある）
③鉄鋼業の理解活動に関して当クラブとしてどのような PＲ活動が良いか問うたＱ１７で
は 110 名以上の人が「社会生活・経済活動の基盤つくり」「国土強靭化・防災対策の基盤
つくり」「製鉄工程での脱 CＯ2 技術開発」をあげているが自由記述では当クラブの性格
や能力から否定的な意見が多い。
④ 社会貢献に関する Q18，19 では退職後の社会貢献意欲、関心は年代が上がるごとに低
下している結果が出ている。社会貢献したいと「よくそう思う」
「たまにそう思う」比率
が 60 歳未満≒100%、60 歳台≒90%、70 歳台≒80%、80 歳以上≒60%となっている。
社会貢献の具体例では関心の幅は広いが学校教育への協力が突出している。しかし、自
由記述ではすでに個人としてやっている、当クラブの活動としては疑問との声もある。
（５）アイアン・クラブの今後
①会員確保のための PＲ活動に関しては 7 割の人が必要と考えている。
②Q22,23,24 では「今後、鉄鋼業関連の親睦団体があることは意義があると思うか？」と業
界親睦団体の「存在意義」とその肯定理由、否定理由を尋ねた。存在理由という抽象的な
質問だったせいか、一部答えと理由が相反する回答もある。
（グラフ４）

④, 2%

<全体>

③, 15%
①, 25%

②, 58%

①

よくそう思う

②

たまにそう思う

③

あまりそうは思なない

④

全くそうは思わない

グラフ４

肯定的意見の理由は親睦など人的ネットワーク、知識・経験交流、（可能性は別として）
業界応援団など。否定的意見では業界にこだわる時代ではないという見方や先細りの危惧
が挙げられている。
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③Q23（改善ポイント）Q24（評価できるポイント）Q25（期待すること）はすべて自由記
述であるが年代別にポイントをまとめると以下の通りである。
改善すべき点
60 歳未満

現役と OB の新たな

評価する点
講演会

関係構築
社会貢献にも力を

期待する点
幅広い世代が参加できる雰
囲気つくり

コロナ下でも学ぶ機会の

鉄鋼人材育成（学生対応）

提供
後輩たちに向けて議論実践
するクラブへ
現役がもっと参加する会へ

60 歳台

同年代のみでの交流機会

講演会

首都圏以外からの参加拡大

会報やレポート（講演録）

現役会員が参加しやすい活

芸術鑑賞会

年会費抑制
受益者負担の原則
（注

実施済み）

動の充実
開催時間の工夫

70 歳台

現役会員の参加

講演会他各事業委員会の

コロナ後会員家族参加企画

催し
社会奉仕

幹部の若返り・平均年齢の
引き下げ

80 歳以上

会員増強（退職時・女性）

DX への理解を深める活動

事務局強化（委員負担減）

講演会後の懇親会

会員各社の未加入者への

ミニ懇談会・食事会（経験

PR

業務分野別）

広範、多様な企業からの

現在の各事業

会員の奉仕の心

参加
地方組織のあり方

寛容の精神、連帯が必要
若返り
会費
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若き日の駐在の想い出：ナイジェリア
金田

守司（元）三菱商事

１）私の初めての海外駐在はナイジェリアのラゴスでし

送関連鋼材、住宅の屋根・壁用の極薄亜鉛鉄板、および

た。赴任は 1977 年の秋で今から 45 年ほど前の事にな

現地で亜鉛メッキする為の冷延鋼板、水道管・家具のパ

ります。ナイジェリアは日本とは全く様相の異なる別世

イプ用のホットコイル等に加え、三菱商事が日本の全高

界の様な国でした。まず到着した空港で最初の洗礼を受

炉の窓口として輸出させて頂いていたホーローメッキ

けました。パスポートコントロール・荷物検査を含め至

用の冷延鋼板などが日本からの主な鉄鋼製品でした。

る所で空港係官が小銭を要求して来て、一回当たり日本

ホーローメッキ工場

円で 1,000 円程度のチップを何回も払わされました。払
わないと別室での検査等の嫌がらせのトラブルに巻き
込まれ災難が大きくなるとの事でした。２～３時間もか
かって疲れ果てて、迎えに来てくれていた仲間とようや
く再会出来たことを良く覚えています。

ホーロー食器は膨大な人口のほとんどの家庭の必需
品であるばかりでなく、様々な模様が施された美しい製
品は各家庭の室内装飾品でもあり、結婚式の引き出物と

ラゴス市の遠景

しても人気があるなどその需要は実に大きく、ホーロー
用冷延鋼板だけで年間 10 万トンを超えていました。当

２）三か月後に家族を呼び寄せ、妻と幼い子供二人との

時大手商社は全て鉄鋼駐在員を派遣しており、競争は有

生活が始まりました。

ったものの各社が持ち味を発揮して鉄鋼販売に勤しみ、
ナイジェリアはアフリ

伊藤忠さん・丸紅さんは亜鉛鉄板工場を、三菱はパイプ

カ西海岸にある大国で人

工場を経営するなど頑張っていた良き時代でした。

口は当時約八千万人、い
わゆるブラックアフリカ
の総人口の 1/3 を占めア
フリカ最大の石油産出国
で、有名なビアフラ戦争
も終わっており実に活気
に溢れる経済成長真っ只
中の国でした。その為鉄
鋼需要は極めて旺盛で建築用の丸棒を除きほぼ全ての
鉄鋼製品を輸入に頼っており、年間 100 万トン以上の

ラゴス市の遠景

鉄鋼輸入の内約 50％位が日本製品で日本鉄鋼業界にと
っても大変重要な市場となっており、主に石油掘削・輸
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３）ナイジェリアは正に常夏の国で、乾季雨季の季節変

頑張って電線網の拡充・強化に取り組んでおられました

化は有るものの一年中暑く湿気も多い厳しい気候環境

が、停電はほぼ毎日でビルの 12 階にあるオフィスへ階

でした。その為様々な風土病が有り家族の健康管理には

段を上り下りしていました。又会社の机の上に電話機は

大変に気を遣っていました。

有るものの回線が全く通じておらず、二年間の駐在で電

中でも有名な病気はマラリアですが、医療体制が良い

話は一度も使えず、取引先との連絡は自分で行くかメッ

とはとても言えない当国もマラリアに関しては医師も

センジャーボーイに手紙を託すかしか有りませんでし

知識・経験豊富で発症してもそれほどの心配をする必要

た。

は無く、小生が高熱を出し医者に行った時も診察をして

本社へのテレックスの原稿書きも真っ暗闇の中でア

「安心しろ、マラリアではない」と言われ「良かった、

セチレンガス灯を頼りにせざるを得ず、時々その不完全

それでは何の病気か」と聞いたところ「良く解らない」

燃焼のガスで息苦しくなることも有りました。

と正直な説明が返ってきたことも有りました。

テレックスも会社からは発信できず、オペレーターが

マラリアは迅速な初期治療が極めて大事で知人が田

我々の原稿を取り纏め市内の電力通信省に持ち込み発

舎でマラリアに罹患した時はすぐに適切な応急処置が

信する日々でした。オペレーターは我々よりも遥かに遅

施され、そのままラゴスの病院に緊急移送が出来て完治

く毎日深夜まで仕事をして頑張ってくれていました。付

したことも有りましたし、現地でマラリアに罹って大事

け加えますと、わが社のオフィスには 20 人位のローカ

に至った例は身近ではほとんど有りませんでしたが、日

ルスタッフが一緒に働いてくれていましたが、ほとんど

本からの出張者が帰国後発熱し病院で解熱剤を渡され

すべての社員が実に勤勉且つ優秀で我々をしっかりサ

「取り敢えず様子を見ましょう」と言われて１～２日放

ポートしてくれており、一般の人々に対する印象とは全

置した為手遅れとなり亡くなってしまったということ

く異なっていたことを懐かしく思い出します。

が有りました。
５）水道状態もかなり厳しく、家庭に来る水道は大抵薄
茶色に濁り、ひどい時には真っ茶色の水でした。当時は

ラゴス市内の市場

未だミネラルウォーターは無く、飲み水・炊事用の水は
濾過器で濾してそれを沸騰させていました。お風呂・洗
濯は見た目で色が付いていない水が出ている時に利用
していて白生地の洗濯物は徐々に黄色になって来まし
たが気にしてはおられませんでした。
ラゴスの市場

又１～２月頃の乾季にはハマターンというサハラ砂
漠の砂を運んでくる強烈な北風が吹き荒れ、霧の様に視
界が全く無くなり飛行機も車も立ち往生になりますが、
霧では無く砂嵐なのでとても不快でその上サハラ砂漠
の病原菌が一緒に飛んで来るので、それが洗濯物に付着
しない様に外干しが出来ない等大変気を使わなければ
なりませんでした。

６）治安は相当程度悪く強盗団に襲われる事も有り、
我々はマンションに住むか一戸建ては全ての窓が鉄格

４）当国は経済の発展に電力供給が追い付かない状況で

子で防御された頑丈な家で必ず門番を四六時中雇って

した。日本勢では三菱電機さん、沖電気さん等が必死で

いました。尤も門番は強盗が襲ってくると真っ先に逃げ
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1,000 円位を渡して容赦を願うとしぶしぶ了解してくれ

軍隊から武器を持ち出し

るという筋書きでした。何回も同じ目に会っていたので、

て脱走した元兵士がそのま

こちらも遊び半分の気持ちも有りある時詰問してきた

ま強盗団になったり、高速

警察官に「罪はドライバーに有るので彼を本署に連行し

道路で警察の振りをして通

て調べてくれ。私は忙しいのでここでおりて歩いて帰る」

行車を止めさせ、車ごと奪

と言いスタスタ歩き出した処、ものの一分も経たないう

う様な事件も有りました。

ちにその警察官が走って来て、「解決したので車に乗っ

強盗に遭遇した場合は目を

て行って宜しい」との事でした。ドライバーに聞いたと

合わせなければまず命に別

ころ、100 円位の小銭で解決した、との事でその後はい

状は無い、と言うのが常識

つもこの方式を使い災難を楽しんでいました。

でした。

又、ある日自分で運転していて車線変更違反で捕まり
いつもの交渉が始まり、やはり 1,000 円位の罰金で折り
合いがつき、ポケットからお金を取り出しましたが、た
またま持っていた結構な金額の札束を見た警察官が目
の色を変えて「本件は重大な違反だからやはり本署で取
り調べることにする」と振り出しに戻り、延々と再交渉
の挙句、結局一万円位取られてしまったこともありまし
た。
ちなみに一般市民が交通違反をした場合は 1～200 円
位の罰金ですが、それも払えない時は何故かその場でう
さぎ跳びを５分くらいさせられていました。時々街中で
警察官の前でぴょんぴょんと跳んでいる人たちを見か
けましたが、何となくニヤニヤ笑ってしまう光景でした。

渋滞の高速道路での物売り

７）ラゴスの交通渋滞は当時の東京都心をはるかに超え

９）ラゴスにはイギリスの植民地時代からのイコイクラ

る凄まじいものでした。道路上で一時間以上も全く動か

ブと言うメンバーシップの施設が有り我々の憩いの場

ない時もよく有り、新聞・食べ物・飲み物・生活用品等

でした。ゴルフ場・テニスコート・プール等の運動設備、

の物売りが数多く渋滞している車の間を縫って売り歩

食堂・バー・図書室等が完備されており、週末はそこで

いていました。又運転手がほぼ全てクラクションを鳴ら

家族でゆっくり過ごすことが出来ました。

し続け自分の進路を確保して行く独特の運転技術がま
かり通っており、接触事故などは日常茶飯事でした。交

ゴルフ場は毎年

通規制で日によってナンバープレートの末尾が偶数の

ヨーロッパオー

日、奇数の日と規制されていましたが、車の保有者のほ

プンが開かれる

とんどが裕福な階層か我々の様な外国人で車が必需な

名門でしたが、グ

為各人が皆２台ずつ持つことになり、渋滞は全く解消さ

リーンは芝生で

れず駐車場がより混んでいるだけという笑い話の様な

は無く砂で出来

実態も有りました。

ておりブラウン
と呼ばれていました。フェアウェイの両側はラフですが、

８）町の交通警察官はいつも小遣い稼ぎのチャンスを狙

そこはブッシュで恐ろしいグリーンスネークと言う小

っている様でした。ちょっとした交通違反をとらえ、特

さな猛毒蛇がいて、もし蛇に嚙まれたらすぐ蛇を殺せそ

に後座席に外国人がいると必ずの様に「重要な違反故本

してそれがグリーンスネークだったら諦めろ、と言われ

署に連行して取り調べる」と通告して来て、こちらが

ていました。
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１１）良く憶えている思い出の一つは、時の田貝本部長

イコイクラブ

が出張で来られることになり、軍事政権のブハリ准将石
油大臣にアポイントを取りに行った時の事です。大臣は
アーミーバラックと言う軍の施設の中で執務をしてお
り本来であれば中に入ることは出来ませんが、強引にも
銃を構えている警備員のいくつかの関門を「准将にどう
しても会いたい」と押し切って行った処運良く大臣に会
えアポイントが取れ、石油大臣と田貝本部長の有意義な
会談が成立しました。ブハリ准将は 30 歳台前半の青年
将校で、実に端正な顔立ち且つ謙虚な立ち居振る舞いの
魅力的な人物でした。現在のブハリ大統領の若き日の軍
服の勇姿を今でもよく覚えています。

１０）私が最も危険な状況に遭遇したと実感したのはラ

主食のヤムイモ売り場

ゴスで学生運動の騒ぎが大きくなり暴動に発展した日
で、その日が丁度長期休暇でナイジェリアを離れる予定
の日でした。ナイジェリアでは抗マラリアの薬を毎日飲
んでいるのでその薬を体から抜く事が必要で、どの会社
もナイジェリアを離れ服用しないでいる期間を設定し
ており、わが社では年間六週間が休暇期間となっていま
した。
その内一週間は日本に戻り本社で打ち合わせをする
事と決っていましたが、あとの五週間は世界のどこに行
っても良く、又その移動・滞在費は家族ぐるみの出張扱
いで会社が負担してくれる為、駐在員とその家族にとっ

１２）今ではナイジェリアは日本にとって遠い国になっ

ては最大の楽しみでその為に一年間必死で頑張ると言

てしまいましたが、膨大な人口を抱え資源豊かで活気が

っても過言では有りませんでした。

あり、そして今後ともアフリカをリードして行くであろ

そんな大事な出発の日だったので、市内で暴動が発生

う当国と日本が再び経済的にも緊密な関係に戻る日が

している様な状況である事はある程度承知していまし

訪れることを心待ちにしています。又当時ラゴスの日本

たが、諦められず強引にも家族を連れて空港に向かって

人学校の生徒だった可愛いい少年たちが、「自分もお父

しまいました。案の定途中で暴動に巻き込まれ、興奮し

さん達の様に海外に飛躍したい」との志を持ち続けて成

て暴徒化し松明・棍棒を持った群衆の一団に追い駆けら

長し商社等に就職して活躍されている方が何人もおら

れあわや襲われそうになったのを何とか逃げ切ること

れる事は、我々の当時の頑張りがしっかりと引き継がれ

が出来ましたが、ドライバーも全く見知らぬ地域に紛れ

ているのだと実感出来る様な気がして嬉しく思ってい

込んでしまい、たまたま通りかかった人に空港まで案内

ます。最後になりますが、当時一緒に苦労して頑張った

してやろうと言われ、それはそれで不安でしたが意を決

人達、わが社鉄鋼部門で時代を超えてナイジェリアに駐

してお願いして一時間位真っ暗闇の中を不安な気持ち

在した経験の有る仲間たちとはそれぞれですが「ラゴス

のまま走ったところ、突然空港の滑走路を照らすライト

会」として思い出話の尽きない時間を過ごす会を毎年催

の輝きが燦然と目に飛び込んで来た時の感激は忘れら

しています。コロナ禍の中で中断気味では有りますが、

れません。運よく無事に海外に脱出出来ましたが若かり

これからも懐かしい戦友たちと当時の思い出話を楽し

し頃の無茶な判断による混乱の一日でした。

むひと時を持ち続けたいと思っています。
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街 道 歩 き の 楽 し み
草野産業（株）会長

草野泰道

(2017 年 4 月 箱根割石坂江戸時代の石畳、

関門海峡を見下ろす北九州門司で生まれ育っ

同伴者妻と)

た私は、裏山の風師山で、朝から晩まで、遊びま
わる日々を過ごしました。
中学入学と同時に、東京に移り住みましたが、
野山を駆け回った日々は私に健康と地理的感覚
を残してくれたようです。
社会人となり、仕事上世界各地に出かける機会
もあり、各国の歴史的文化遺産や、スケールの違
う景色に接することもできましたが、年を重ねる
につれ、日本の四季の美しさ、人々の善良さ、律
義さ、そして何よりも、山と水の豊かさが育む食
べ物のおいしさに、懐かしさと共感を覚えるよう
になりました。

東海道筋には、日本１００名城のうち、小田原

できれば一人歩きができる体力のある間に江

城、山中城、駿府城、掛川城、岡崎城、名古屋城

戸時代の面影が少しでも残っている旧山道や寺

の 6 名城が挙げられています。中でも、箱根西坂

社仏閣、宿場町等を訪れ、当時の旅の苦労を体験

の途中標高 560m にある山中城は、戦国時代を代

してみたいと考えました。

表する山城で、関所も兼ねており、北条氏と秀吉

古希を迎えるにあたり、まずは江戸を起点とす

徳川連合軍との激戦の地。石垣の無い土造りで、

る主要街道を踏破することを目標とし、正に、70

堀が巧みに配置されて、当時としては、防御能力

歳の誕生付月（2017 年 1 月）に、旧東海道 53 次
(総距離 495，5km)をお江戸日本橋からスタート。
週末の天気と相談しながら、旧道を歩き始め、翌

の高い山城であったようです。それがわずか半日
で落城。激戦で亡くなった両軍の戦死者が、すぐ
そばの宗閑寺に葬られています。

年 4 月に終点の京都三条大橋に到達することがで

(2017 年 4 月 山中城の桜と富士山)

きました。
この街道歩きの最大の難所は、箱根の峠越えで
した。
小田原から芦ノ湖畔、箱根宿までの 17kｍ登り
の東坂。箱根宿から関所、箱根峠を越えて、三島
宿に至る 15km の西坂。合計 32kｍを、箱根八里
と呼ばれており、その間江戸時代に整備された石
畳は、往時の往来を彷彿とさせるものが有りまし
た。特に東坂は、名前が付くほど急峻な坂が続き、
これぞ箱根越えと実感しました。

13
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旅の楽しみの重要な要素には、食が挙げられま
す。各宿場町にある伝統の和菓子を食すことは勿

(2017 年 4 月 富士川の急流)

論、山道の途中にある、茶屋の団子、餅菓子、鞠
子の宿で有名な自然薯のとろろ汁（梅わかな

丸

子の宿のとろろ汁…芭蕉の句）、桑名の焼き蛤そ
の他、多くの酒蔵、みそ蔵も訪れることができま
した。
(2022 年 4 月 早朝の薩埵峠)

神社仏閣も三嶋大社、草薙神社、大樹寺(徳川家
の菩提寺)、熱田神宮、石山寺、三井寺等、毎回用
意した小銭がなくなるほど数多く訪れましたが、

17 由井・薩埵嶺

滋賀県大津市の建部大社は記憶に残っています。
(2018 年 4 月 建部大社)

旧東海道も都市化が進み、昔の街道のたたずま
いや、松並木は、失われつつありますが、岡部宿、
島田宿、有松（藍染絞りの里）
、関宿など、昔をし
のばせる街並み、旅籠、店屋などが保存されてい
ました。
又、歌川広重の東海道 53 次浮世絵の題材とな

日本武尊ゆかりの古社でその歴史を感じさせ

った場所探しは景色が変わっている為、特定は困

る風格のある本殿は昭和 20 年に日本で最初に発

難であり時代の変遷を実感しました。

行された、千円札の図柄に日本武尊と共に使用さ

辛うじて 3 箇所がほぼ特定できたので広重の絵

れ、発行枚数が極めて少なく、幻の千円札であっ

と比較してみました。写真中の老人は無視してご

た、と記されています。

覧ください。
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その後、
中山道 69 次・・・京都三条大橋～日本橋

(2017 年 6 月 丸子宿)

（534 ㎞）
甲州街道 44 次・・・日本橋～下諏訪
（208,5 ㎞）
日光街道 21 次・・・日本橋～日光東照宮
（140 ㎞）
奥州街道 27 次・・・内宇都宮追分～白川追分
10 次(日光街道との重複 17 次を除く)
(73,6 ㎞)
以上、主要 5 街道を踏破し、現在、北國街道起
点の軽井沢追分～高田追分 21 次(131 ㎞)を終え
金沢街道を進行中です。これからも、体力の許す
限り、日本の道を歩き続け、願わくば最後の街道
として郷里、門司～長崎までの長崎街道を歩いて
みたいと考えています。
(2018 年 1 月 鳴子宿・有松)

21 丸子・名物茶屋

街道歩きをすることにより、改めて歴史を振り

41 鳴海・名物有松絞

返り、日本の地形、地勢を自分の足で感じ、車や
他の交通手段では見過ごしてしまう、美しい自然
風景と季節感、日本人の自然信仰のたおやかさ、
死生観など、垣間見た気がします。
又、地震、洪水など、自然災害や飢饉、流通は
もとより、その時代の情報手段、商業の発展など、
日本人としての原風景を追体験出来る良い機会
を得ました。
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（特別）
「音楽鑑賞会（紀尾井ホール）
」
（紀尾井レジデント・シリ－ズ）
紀尾井ホールの新企画「紀尾井レジデント・シリー

そこに川口成彦が大きな歓迎の拍手のなか、颯爽と

ズ」
、これは如何にも紀尾井らしい熱のこもったプロジ

現れる。ピアノの色調に呼応するような茶・灰色の身

ェクトである。一人の演奏家あるいは 1 団体とタッグ

体にぴったりのスーツに濃い灰色の襟の大きいシャツ、

を組み、そのアーティスト（達）に年 1 回のリサイタ

ネクタイはなし、32 歳という若々しさが一段と際立つ

ルの場を 3 年間にわたって提供し、そのアーティスト

衣装である。手には楽譜をバインダーに収めて持って

（達）の魅力を育て引き出してゆこうという構想であ

いる。ピアノの前に座ると、おもむろにその楽譜を開

る。レジデント (resident) は「居住者」という意味で

き、いよいよ演奏が始まる。

あろうから、紀尾井の「身内」としてサポートしてゆ
くという決意の表明でもあろう。
その第Ⅰ弾はピアノの「葵トリオ」
（本年 3 月 16 日
演奏）であったが、それに続く第Ⅱ弾として 4 月 6 日
のステージに登場するのが、古楽の分野で世界的に目
覚ましい活躍をみせ、第 31 回（2020 年度）日本製鉄
音楽賞フレッシュアーティスト賞も受賞している川口
成彦（かわぐち・なるひこ）である。そして当日、彼
の演奏する楽器はフォルテピアノである。
フォルテピアノは 18 世紀から 19 世紀に多く使用さ

1 曲目は、バッハ (Johann Sebastian Bach, 1685 –

れていた様式のピアノとされ、チェンバロに近い細い

1750) の『主よ、人の望みの喜びよ』(Chorale from

弦を持ち、現代のピアノのような金属フレームは持た

Cantata No. 147) である。最初の曲目に「音楽の父」

ない。そうした構造から、大きくはないが軽快な音色
が特色であり、他方音の響きの持続は短いといわれる。
川口はプログラムに掲載の挨拶文の中で、フォルテ

とも讃えられるバッハの宗教色の濃い合唱曲由来のこ
の曲を選んだのは、バッハへの敬意もあろうが、この
曲の旋律の美しさと宗教性がフォルテピアノの音色に

ピアノでの演奏の狙いを「現代のピアノでは再現でき

最も適合していると考えてのことと推察する。祈りの

ない『音』と共に作品を再構築するというクリエイテ

空気とともに、実に端正な、澄み渡った音色が聴衆を

ィヴィティがあり」
「現代において広く知られた作品が

フォルテピアノの世界に一気に惹き込んでゆく。素晴

全く新しいものとして鳴り響く可能性を孕んでいる」

らしい幕開けである。なお蛇足ながら、Cantata は「歌

と述べている。大きな展望をもった挑戦としてフォル

唱曲、交声曲」
、Choral は「衆讃歌」と訳語が付され

テピアノに取り組む決意が伝わってくる。

ているようである。

会場は川口への期待の表れか、ほぼ満席の入りであ

続いてノルウェーの作曲家グリーグ (Edvard

る。9 名のアイアン・クラブ関係者も参加された。ス

Hagerup Grieg, 1843 - 1907) の曲が 3 曲続けて演奏さ

テージにはライトに照らされ茶色の色調に木目風の模

。超
れる。まず、
『組曲≪ホルベアの時代から≫op.40』

様をあしらったフォルテピアノがしつらえてある。当

絶技巧的なシャープな演奏で聴衆を酔わせる。続いて

日の公演の副題に「プロムナード ～with エラール

『君を愛す op.41-3』。川口が、真から楽しんで演奏し

(1890 年)」とあるが、このステージ上のピアノがフラ

ていることが伝わってくる。そして 3 曲目が『ピアノ・

ンスの楽器メーカー・エラール社（Erard）1890 年製

ソナタ ホ短調 op.7』である。演奏に没入している姿

作の名品なのだ。
16

第１８９号

アイアン・クラブ

令和４年７月

が爽やかに映り、川口がグリーグがフォルテピアノに

ルトマン、 Viktor Alexandrovich Hartmann, 1834 -

よる演奏に相応しいと感じてこのプログラムを組んだ

1873）の早世を悼みレクイエムとして作曲されたもの

のだろうと共感できる。

で、美術館に展示されたガルトマンの 10 枚の絵の音楽
的描写の間に、美術館の中を巡ることをイメージさせ

川口成彦のこうした演奏を聴いていると、何やら音

るあの馴染み深い短い間奏曲（プロムナード）が入っ

楽家の友人の書斎に招かれ、その友人の演奏をそこで

ている。これと、エラール (1890 年) と共にフォルテ

聴いているような、そんな心地よさを覚えてきた。そ

ピアノの世界を「散歩する (promenade)」を掛けてい

れはフォルテピアノの大き過ぎぬ音量と軽妙な音色の

るのである。何とも凝った謎かけではないか。

ためか、奏者の如何にも楽しそうな演奏のせいなのか、
それらが一体となった空気なのか。ともあれ、とても

この謎解きで聴衆が一段と『展覧会の絵』に親しみ

心地よい気分で後半を迎えることとなる。

を覚えたところで演奏が始まる。そして 10 枚の絵の最

後半はロシア / ウクライナ・シリーズといっても過

後の絵「キエフの大門」の演奏に平和への願いを託し、

言でないプログラムである。勿論、このプログラムの

演奏を終了した。

企画時点ではウクライナ危機など思いも寄らぬことで
あったであろう。巡り合わせとは奇妙なものである。

会場は、心からの拍手が鳴り止まぬ。川口はこれに

後半の最初はチャイコフスキー (Peter Ilyich

応え、平和を祈る言葉と共にキーウ（キエフ）生まれ

Tchaikovsky, 1840 – 1893) の『哀歌 op. 72-14』であ

の作曲家グリエール (Reinhold Moritzevich Gliere,

る。しっとりした心に浸みる悲しみの表現にもフォル

1875 – 1956) の『子供のための小品・夢』を奏した。

テピアノの音色が適していることを感じさせる。旋律

しかし更にアンコールを求める拍手は止まらない。続

もとても美しい。

いて「ロシア五人組」の一人・ボロディン (Alexander
Porfir’evich Borodin, 1833 – 1887) の『小組曲・少女』

そして次のムソルグスキー (Modest Petrovich

を平和への願いと共に静かに演奏し、川口成彦の「レ

Mussorgsky, 1839 – 1881) の『組曲≪展覧会の絵≫』

ジデント」としての第 1 年目の公演が幕を下ろした。

に移る前に、川口がマイクを手にし当日の副題にある
「プロムナード」の謎解きをする趣向が始まる。この

来年・再来年の演奏を期待して会場を後にした聴衆

「展覧会の絵」は、ムソルグスキーの親しい友人で画

も多かったことであろう。フォルテピアノの魅力に触

家・建築家のヴィクトル・ハルトマン（露語読み：ガ

れた、充実した時間であった。
（保倉 裕・記）
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（第４５回）音楽鑑賞会
紀尾井ホール室内管弦楽団第 130 回定期演奏会
2022 年度紀尾井ホール室内管弦楽団（KCO）開幕

バロ、オルガン、ピアノの鍵盤奏者として活躍し、

公演が 4 月 22/23 日両日に開催されアイアン・クラ

指揮者としても活発な演奏活動を行っている。この

ブ関係の方々14 名の一人として出席した。KCO は

ことで余談だが、米国 MLB 大谷翔平の”二刀流”では

昨年来コロナ禍の影響を受け演奏会の日程や演奏者

ないが近年の演奏家も指揮者としてまた楽器演奏家

の変更など当初の企画・予定を何度か修正すること

としてマルチの活躍が見受けられるようになったと

を余儀なくされ、その対応に腐心したものと推測さ

の印象を持った次第である。

れた。
今回の定期演奏会も奇しくも然りであった。今年
度から”KCO 新時代―新首席指揮者トレヴァー・ピ
ノック（Trevor Pinnock）(74 歳)とともに歩む新た
なる旅の幕開け”と銘打ち昨年度まで KCO の第 2 代
首席指揮者を務めたライナー・ホーネック（Rainer
Honeck）の後を受けた就任公演であったのが、急病
のため出演が見送りとなったのである。このことに
より当初謳われた”オール・モーツァルト・シンフォ
ニーズ”の演目が組み替えられ、演奏会のキャッチフ
レーズも”ピノックが後継者の一人と認めるジョナ
サン・コーエン（Jonathan Cohen）(44 歳)と、ミュ

一方、今回の演目変更でヴァイオリン・ソリスト

ンヘン・フィルの若きリーダー青木尚佳（なおか）

として登場した青木尚佳は、2009 年に日本音楽コン

(29 歳)、KCO の同時デビュー”と改められた。演目

クールで 2 位を受賞後、桐朋学園を終了し英国王立

は当初予定のモーツァルトの交響曲 3 曲の中からピ

音楽大学に留学。2014 年にはパリでのロン=ティボ

ノックが 10 年前に KCO と共演した交響曲第 39 番

ー=クレスパン国際コンクールで 2 位の受賞を初め

を残し、他に大きい演目としてベートーヴェンのヴ

英国でもコンクールの優勝を重ねた。その後日本を

ァイオリン協奏曲を加えたものであった。新首席指

含め数々のリサイタルや著名オーケストラとの共演

揮者デビューの期待がお預けとなり、次善の策とも

を行い、本年 3 月にミュンヘン・フィルのコンサー

思われる今回の公演に多少の訝しさを感じつつ開演

トマスターに就任した。これからの活躍も大いに期

を迎えた。尚、観客は今年に入り去年より増えてお

待される日本の新星バイオリニストで、本日の KCO

り、800 席のホールには 600 席を越える席が埋って

との共演が楽しみであった。

いるように見受けられた。

今回のプログラムは前半 2 曲、後半 1 曲の 3 曲で

指揮を執る J.コーエンは T.ピノック同様英国出身

あった。後半の 1 曲は以前いにしえの巨匠アルトゥ

で共に初期古典音楽が得意とされている。また、パ

ーロ・トスカニーニの演奏をレコードで聴いたこと

ンフレットにはチェリストとしてフィルハーモニア

があり、その演奏時間は 20 分程度であった記憶で、

管弦楽団など主要オーケストラの客員首席チェリス

一方今回の演奏は手にしたプログラムでは約 30 分

トとして演奏し、その後活躍の場を広げ指揮、鍵盤
演奏のキャリアを築いたと紹介されている。因みに、
R.ホーネックはヴァイオリン、T.ピノックもチェン
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ストの腕の見せ所であるガデンツァをこの曲を贈り

（1756-1791）
：

初演のソリストでもあったクレメントに任せて、敢

歌劇≪ドン・ジョヴァンニ≫ K.527～序曲

えて作曲をしなかったとする逸話を目にした。その

モーツァルト 35 歳の生涯で、この曲は没年より 4

ガデンツァも青木尚佳は落着いた様子で力強く聴き

年余り前の 1786 年に書かれ、「フィガロの結婚」

ごたえのある演奏で楽しませてくれた。また、コー

(1778 年)と並ぶ代表作の歌劇といわれる。歌劇では

エンの指揮する姿は若々しくいかにも恰好が良い。

物語の内容を暗示させる序曲の演奏が終わって幕が

そして、青木尚佳との息がピッタリ合っているよう

開くが、この序曲は明確な終結部がなくそのまま歌

で、KCO と青木、即ちオーケストラとヴァイオリン

劇の導入曲につながるので、モーツァルトは別途演

のソロとの競演を見事に創り出した。この演奏を聴

奏会用に華々しい終結部を作曲したと解説書で知っ

いてこの曲が出来た 19 世紀初頭に不評だった不思

た。

議が解けた思いがした。それは筆者の勝手な推論だ
が、その当時の音楽は教会か宮廷文化に馴染む音階、

曲は歌劇のオチ（放蕩を尽くしたドン・ジョヴァ

和音、形式とするとの常識で、それを覆すような作

ンニが地獄に落される）から始まるので、いきなり

曲家の自己表現をこの協奏曲が体現したからではな

ドンと地獄に落ちるさまが迫力ある演奏で表される。

かろうか。例えば、古来協奏曲の主役はソリストで

それが極めて艶を感じさせる音色で、メリハリの利

ありオーケストラは脇役とする常識があったが、こ

いた演奏が続く。コーエンはキャジュアルないでた

の曲が両者対等にしたこともその常識を逸脱する斬

ちで指揮棒は持たず、KCO と同じ目線に立って音を

新なもので不評の一因となったのではなかろうか。

引き出していくようであった。その一体感は”旧知の

これはさしずめ改革派の台頭を守旧派が認めず、し

仲”といった感じで、臨時の客員とは思えない指揮振

かしメンデルスゾーンやブラームスの時代にはベー

りであった。
見事な演奏は KCO の実力でもあるが、

トーヴェンの改革が手本となったということではな

久しぶりに接したナマのオーケストラの音はやはり

かろうか。この演奏によってそのような思いも巡ら

感動するものであった。

すものとなった。

（ ２ ） ベ ー ト ー ヴ ェ ン Ludwig van Beethoven

演奏が終わり冷めやらぬ熱気で鳴りやまない拍手

（1770-1827）
：

の中、協奏曲を弾いたソリストとしては珍しく青木

ヴァイオリン協奏曲ニ長調 op.61

尚佳はアンコールに応えた。曲は一転雰囲気を変え、

この曲は 1805 年から略 10 年に亘るベートーヴェ

古典的な和音と旋律で、恰も協奏曲で高揚した気持

ン中期の最も充実した創作期の交響曲第 4 番に続く

ちを鎮めるような穏やかなものであった。（J.S.バッ

1806 年の作品だが、その半世紀前後あとに作曲され

ハ

たメンデルスゾーンとブラームスの作品と共に「世

ルゴ）

無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第 3 番第 3 楽章ラ

界三大ヴァイオリン協奏曲」と謳われるも初演以来
ベートーヴェンの生前を通して不評であったそうで、

（３）モーツァルト Wolfgang Amadeus Mozart
（1756-1791）
：

それが不思議に思われる。

交響曲第 39 番変ホ長調 K.543
演奏はティンパニの静かな打音から始まり KCO

この曲はモーツァルトが生涯を閉じる 3 年前 1788

によりテーマを絡めた演奏が暫く続き、やがて青木

年(32 歳)に作曲され、交響曲第 40 番と同 41 番（ジ

尚佳の細やかで澄んだヴァイオリンの音色が登場す

ュピター）と合せて「後期三大交響曲」と称される

る。曲はその後も口ずさめるような旋律で終始する

最初の曲である。奇しくも、この「三大交響曲」は

中、音量の増減が波のように繰り広げられダイナミ

１ヵ月半で次々と作曲された由。それこそ天才なら

ックな展開が続く。ベートーヴェンはピアノを弾い

ではの創作なのであろうと思える。ただ、この時期

てもヴァイオリンは得手ではなかったためか、ソリ

はモーツァルトの気放な生活からか頻繁に借金を重
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ね心身ともに苦悩する日々でもあったと言われてい

計を見たらその通り 29 分 20 秒であった。KCO の演

る。

奏ぶりを見ると、特にこの曲の後半はフル回転の連
続であったが、かの A.トスカニーニが 1948 年にタ

演奏は第一楽章のアダージョ、ゆっくり荘厳な雰

クトを振ったこの曲の演奏時間が 20 分余りで、共演

囲気で始まる。そしてアレグロに移りモーツァルト

した NBC 交響楽団は如何に忙しく楽器を鳴らした

らしい軽快な曲調が展開され、進むにつれて盛り上

ことか。強面で知られるトスカニーニに引きずられ

がりが増し、KCO のフル稼働で楽章が終わる。通常

て楽団員が汗をかきながら超人的な離れ業で演奏す

第一楽章から一転して緩やかなテンポとなる第二楽

る姿が想像され思わずほくそ笑んでしまった。

章は筆者にはやや地味な印象が強いが、反面各楽器
パートの演奏が際立ち音の芸術をじっくり味わう静

演奏が終わると観客は指揮者として日本初デビュ

かな醍醐味を感じる楽章とも言えるのではないかと

ーを見事に果たした J.コーエンを讃え拍手喝采が続

思う。この曲でもアンダンテのゆっくりとしたテン

いた。そして、筆者にはオーケストラ演奏で初体験

ポが基調であるが、明確なメロディーが常に流れて、

であったが、アンコールが演奏された。曲は後刻知

その流れが盛り上がったり下がったり、早くなった

ったが、モーツァルトの英雄劇「エジプトの王ター

りスローダウンしたりと飽きることなく繰り広げら

モス」第 2 幕への幕間音楽第 3 曲とのことで、これ

れる。それこそがモーツァルト・サウンドかと改め

も筆者には初体験の視聴であった。

て思ったものであった。そして、第三楽章特有のア
ップテンポはメヌエットらしくモーツァルトが慣れ

今回の演奏会はピノックに替わる新鋭の指揮者、

親しんだと思われる宮廷の艶やかさを想起させるも

曲目の大幅な変更と些か不安を感じたものであった

ので、うきうきした気分であった。アレグロの第四

が、それは全くの杞憂であった。コーエンの KCO と

楽章も第三楽章同様早いテンポで終始する。まずヴ

一体となった指揮での演奏や将来の更なる活躍が楽

ァイオリンが強い音調でテーマを奏で華やかな雰囲

しみなヴァイオリンニストの青木尚佳を知ることに

気が醸し出される。そこに木管が同じ音型を繰返し

なり、大満足な鑑賞となった。いかなる場合にあっ

更に雰囲気を盛り上げて早いテンポのまま終わる。

ても質の高い演奏を実現する紀尾井ホールの力量に
拍手を贈りたい思いでもあった。コーエンを後継者

演奏時間は”約 30 分”とプログラムにあったが、時

の一人と認めるピノックの病気からの復帰公演が
増々楽しみとなった。
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（第 110 回）ゴルフ大会
【優

勝】

4 月 12 日

令和４年７月

湘南カントリークラブ

黒 木 啓 介 氏

令和 4 年初めてのゴルフ大会が 4 月 12 日に湘南カン

ん苦戦されました、グリーン奥が高いでの奥からのパッ

トリークラブで 4 組 16 名の参加を得て開催されました。

トは早い下りラインとなり難しいパットとなり、打ち過

コロナ禍でゴルフ会も自粛が続きましたが、昨年 12 月

ぎてグリーン外に出てしまうようなケースも散見され

に続きやや小規模ながら再開できたことを喜ばしく思

ました、驚きの声、悲鳴、苦情など悲喜こもごもの楽し

います。

い一日でした、それでも参加者 16 名全員が無事完走さ

今まで、金乃台カントリークラブ、青梅カントリー倶

れました。

楽部、での交互開催でしたが、新しいコースでもチャレ

今回もグランドシニア、シニアの区別なく Out 2 組、

ンジしたいとのご要望も多々あり、神奈川県茅ヶ崎市の

In 2 組、に分かれてスタートしました、新ペリア方式で

名門・湘南カントリーでの開催となりました。

順位付けし、優勝者は黒木啓介氏です。

当日は終日好天快晴で日差しも強い一日となり、午後

プレイ後の懇親パーティでは広めの部屋に間隔を置

に少し風が吹いたものの絶好のゴルフ日和となりまし

き座り、テーブルにはアクリル板を備えて十分なコロナ

た。

対策がありました、成績発表、賞品授与を行い、優勝者

近年コロナ自粛、お家時間が増える中で思い存分に身

からのご挨拶を頂戴し、入賞者からのコメントなどを頂

体を動かしプレイし、鬱憤を晴らすことが出来たものと

き、16 名和気あいあいの雰囲気でプレイの余韻を楽し

思いますとはいえ、日中は 25°前後の夏日となりまし

まれました、最後には木原さんのベスグロのご挨拶も頂

た、コースは比較的海辺に近い湘南地域ですが、起伏と

きました。

傾斜もありカートを利用しましたが結構な運動量にな

尚、第三事業委員会として今年は 5 回の開催を計画し

ったものと思われます。特に砲台グリーン仕立てが多く、

ており、次回は 6 月 24 日(金)久能カントリー倶楽部、

そのグリーンは比較的小さく、周りをバンカーが囲う難

8 月 25 日（木）龍ヶ崎カントリー倶楽部、を予定して

しいものでした。やっとの思いでたどり着くグリーンも

いますので奮ってご参加下さい、皆様との再開を楽しみ

傾きとアンジュレーションが強く、芝目もきつく、皆さ

にしています。

(粟田 敏夫・記)

【成績表】
優

勝；黒木啓介氏、２ 位；木原 誠氏、３ 位；押本俊明氏、ＢＢ賞；粟田敏夫氏

【ニアピン】

（ｱｳﾄ ｽﾀ-ﾄ）１３番；近藤裕行氏、(ｲﾝ ｽﾀ-ﾄ)１３番；木原 誠氏、１７番；羽矢 惇氏
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優

令和４年７月

勝 記

4 月 12 日 湘南カントリ－クラブ
先日のアイアン・クラブのゴルフ大会で優勝の栄誉を

ースでした。

頂きました。先ずは事務局の皆様、プレイメイトの皆様、

この 20 年間ほどプレーの回数が減少し、ゴルフをし

お世話になりました。優勝と言っても、誇れるようなス

ていますとも言えないような状態ですが、コロナ感染症
の流行とともに、読書の合間に室内での素振りを始めま
した。先生は YouTube で、世界中の名コーチが無料で
教えてくれるのは有難いものです。マンションの室内で
クラブを振り回しても、今のところは家具の破損には至
っていません。素振りを繰り返していると、名コーチが
言っている意味が少しずつ理解できるようになりまし
た。室内にはバンカーも左足下がりもありませんが、テ
ィーグランドは同じ条件です。今回のリアルのプレーで、

コアではなく、大量のハンディに恵まれた 100％幸運に

後半にドライバーだけが良くなったのは、この成果かも

よる優勝でした。

しれないと内心喜んでいます。

プレーさせて頂いた湘南カントリークラブは、起伏も

自分に合った練習方法を見つけることが上達の近道

あり、距離もあり、メンテナンスも行き届いた評判通り

と勝手に思い込み、窓ガラスを割らないようにこれから

の素晴らしいコースでした。実は、このコースでプレー

も精進したいと思っています。

するのは初めてで、コースそのものを満喫させて頂きま

皆様との懇談を楽しみに、これからも参加させていた

した。難しいグリーンも含め、再度トライしたくなるコ

だきますので、宜しくお願いします。
（黒木 啓介・記）

（第 111 回）ゴルフ大会
【優

6 月 24 日（金）久能カントリークラブ

勝】

黒 木 啓 介 氏

本年 2 回目となるゴルフ大会は、4 組 14 名の精鋭の

で、例の通り悲喜劇が起こりましたが、優勝は前回に引

参加を得て、名門久能カントリーで開催いたしました。

き続き「黒木 啓介氏」
、また栄えある BB には同じく

この会場は「加藤 俊輔」
（日本３大コース設計者の一

「粟田 敏夫氏」となり、偶然性にも爆笑しきりとなり

人）の傑作と言われており、北総台地の地形を生かし、

ました。

各ホール毎に一つの顔を持つ、緑に 恵まれた美しいコ

打ち上げ式では山田委員長からのご挨拶に始まり、表

ースです。アイアン・クラブにとっても初のコースで、

彰式と初参加の「元住友商事 荒井 俊一氏」のご挨拶、

今年から年５回開催を目途に幅広く会場をとの方針に

また指名による座談他、大いに盛り上がったように思い

基づいています。

ます。

さすがに法人会員専用だけあって、クラブハウス・キ

次回は 8 月 25 日（木）龍ヶ崎カントリークラブ、10

ャディーの対応など、極めて洗練されており好印象を持

月 7 日（金）江戸崎カントリークラブと日程が決まって

ちました。昼食メニューは当大会用に作成されており、

います。

お勧めのアジフライ定食も、とても美味しくいただきま

会員の皆さん、うまい下手は関係ありません、この楽

した。

しい大会にぜひご参加ください。私も今回をもってゴル

今回の主担当幹事である「中村 正俊氏」に御礼申し

フ担当幹事を外れますが、ますますのご盛会を祈念いた

上げます。

します。

競技は梅雨で心配された天気も、暑くて強風となりま
（近藤

したが全員完走いたしました。新ペリア方式の順位なの
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【成績表】
優

勝；黒木啓介氏、２ 位；平山 喜三氏、３ 位；木原 誠氏、ＢＢ賞；粟田敏夫氏

【ニアピン】

（ｱｳﾄ ｽﾀ-ﾄ）３番；中村 正俊氏、 6 番：松野 良一氏、１１・１７番：平山 喜三氏
(ｲﾝ

ｽﾀ-ﾄ) ３番；近藤 裕行氏、 6 番：福田 修一氏

優

勝 記

先日のアイアン・クラブのゴルフ大会で、前回

ゴルフの楽しみ

に引き続き優勝の栄誉を賜りました。先ずは事務

は、健康維持もさ

局の皆様、お世話していた頂いた方々、プレイメ

ることながら、課

イトの皆様、ありがとうございました。厚く御礼

題を見つけてその

申し上げます。優勝と言っても、今回も誇れるよ

解決に取り組むこ

うなスコアではなく、ハンディに恵まれた幸運に

とにあるようで

よる優勝でした。

す。距離が出なく

プレーさせて頂いた久能カントリー倶楽部は、

ても安全で確実な

緑が目に飛び込んで来るような美しいコースで、

打ち方、これを一

メンテナンスも行き届いた素晴らしいコースで

つだけ自分の引き

した。このコースでプレーするのは初めてで、今

出しに入れておくことができれば、一日の安定感

回はその美しさを堪能する余裕がありませんで

が大きく変わるかもしれません。是非とも、次の

したが、次回はスコアを安定させ、ホール毎の美

プレーまでにそれを手に入れたいものです。そう

しい風景を楽しみたいと思っています。

すれば、次回、久能カントリー倶楽部でプレーす

スコアですが、プレー全体を通してみると、い

る時には、自然の美しさを堪能できることでしょ

つも通り最初の数ホールが問題でした。これはプ

う。

レー回数の少なさのせいだと思っていますが、打

アイアン・クラブの方々と懇談させて頂きなが

ち方を思い出すまでに数ホールを要しています。

ら、一方で、一つずつ失敗を少なくしていく。ゴ

プレー前の練習をしても同じです。振り返ってみ

ルフは楽しいものです。これからも参加させて頂

ると、最初の一打をどう打つか、これが課題のよ

きますので、宜しくお願いします。

うです。

（黒木 啓介・記）
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（第 1３３回）理事会
６月 7 日に１３３回理事会がオンラインで開催され、以下の議題が原案通り決議されました。
第 1、
「委員会活動報告の件」
（１） 総務委員会関係の報告の件
① ２０２１年度「個人会員」総員・入会・退会状況の件
② 「賛助会員会社」の件
③ 「活性化プロジェクトチ－ムの活動報告」の件
（２）各事業委員会所管事業報告の件
「組織改正の件」
第２、
第３、
「役員選任の件」
第４、
「７月８日開催予定の第５５回定時総会付議事項に関する件」
第１号議案（報告事項） ２０２１年度

事業報告の件

第２号議案（報告事項） ２０２１年度

収支決算報告の件

第３号議案（審議事項） ２０２２年度 事業計画案の件
第４号議案（審議事項） ２０２２年度 収支予算案の件
第５号議案（審議事項） 役員選任の件

（第５５回）定時総会
７月８日に第５５回定時総会が鉄鋼会館で開催され、以下の議題が原案通り決議されました。
第１号議案（報告事項） ２０２１年度 事業報告の件
第２号議案（報告事項） ２０２１年度 収支決算報告の件
第３号議案（審議事項） ２０２２年度 事業計画案の件
第４号議案（審議事項） ２０２２年度 収支予算案の件
第５号議案（審議事項） 役員選任の件

（第１３４回）理事会
７月８日第５５回定時総会終了後に開催されました第１３４回理事会にて、正副理事長を互選しました。
（次頁参照）
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第１８９号

アイアン・クラブ

7 月 8 日開催の第５５回定時総会並びに第１３４回理事会におきまして、
下記の通り役員が選任され、それぞれ就任いたしました。
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令和４年７月
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アイアン・クラブ
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令和４年７月

第１８９号

アイアン・クラブ

令和４年７月

講演会実績（オンライン/Zoom 方式）
【敬称略】
回数

日

程

講

師

532

4 月 14 日

谷内正太郎

533

5 月 20 日

杉山 大志

534

5 月 30 日

小林 鷹之

535

6 月 10 日

遠藤

誉

536

6 月 21 日

御厨

貴

役

職

（元）外務事務次官
ｷﾔﾉﾝｸﾞﾛ-ﾊﾞﾙ戦略研究所
研究主幹
経済安全保障担当大臣
中国グロ－バル研究所所長
筑波大学名誉教授
東京大学名誉教授

演

題

激震走る国際秩序と日本の針路
地球温暖化と脱炭素ファクトフルネス
経済安全保障政策について
ｳｸﾗｲﾅ戦争における中国の対ﾛｼｱ戦略
令和の政治－自然災害・感染症・戦争の三重苦－

新入会員 No１（敬称略・順不同）４月 1 日～7 月 14 日までの入会者

橋本伸一郎

十河 英史

赤松 將雄

三好 忠滿

ＮＳハイパ－ツ

日本製鉄

松菱金属工業

日本製鉄

常務執行役員

代表取締役社長

常務執行役員

取締役社長

執行役員

土井 宏幸

藤井 邦之

山中 一馬

日鉄テックスエンジ

テツゲン

日本製鉄

日鉄ｹﾐｶﾙ＆ﾏﾃﾘｱﾙ

日本製鉄

常務執行役員呉支店長

参与営業本部営業企画部長

常務執行役員

常任監査役

執行役員

本田

毅

日鉄ﾃｯｸｽｴﾝｼﾞ
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赤木

誠

園田 裕人

第１８９号

アイアン・クラブ

令和４年７月

新入会員 No2（敬称略・順不同）4 月 1 日～7 月１４日までの入会者

伊東 重仁

馬越

紅忠スチ－ル

（元）川崎製鉄

顧問

専務執行役員

澤田

精

（元）メタルワン
電機鋼材部長

松浦
双

修
日

執行役員 金属・資源・

学

高松 信彦

酒本 義嗣

阪田 尚也

佐合 昭弘

三井物産ｽﾁ-ﾙ

豊田通商

日鉄物流

取締役常務執行役員

副社長 金属本部 CEO

取締役相談役

竹越

徹

田中 秀一

西浦

新

トピ－工業

中央労働災害防止協会

ＪＦＥ建材

代表取締役社長

理事長

非常勤顧問

森田 宏之

吉村 直裕

（元）日新製鋼

日鉄ｿﾘｭ-ｼｮﾝｽﾞ

住友商事

住友商事

代表取締役副社長

代表取締役社長

輸送機材事業第二部長

理事鋼管本部長

水元 公二

日鉄ﾃｯｸｽｴﾝｼﾞ
取締役専務執行役員

吉村 雅弘

ﾘｻｲｸﾙ本部長

井上 英祐
メタルワン

ｽﾃﾝﾚｽ事業部長

木田

身

メタルワン

厚板事業部長

桐山聡太郎
メタルワン

建材鋼材事業部長

28

塩﨑 英輔
メタルワン

副社長執行役員

新城

晃

日鉄鋼管

代表取締役社長

第１８９号

アイアン・クラブ

令和４年７月

新入会員 No３（敬称略・順不同）４月 1 日～7 月 14 日までの入会者

安藤

豊

西原

茂

降旗 啓一

水野 正士

米田

寛

日鉄物流

メタルワン

東京製鋼ｲﾝﾀ-ﾅｼｮﾅﾙ

メタルワン 執行役員

産業振興

代表取締役社長

代表取締役副社長

取締役副社長

線材・特殊鋼・ｽﾃﾝﾚｽ事業部長

代表取締役社長

横濱 雅彦

高橋 秀治

佐藤

明

古川

隆

塚本

治

住友商事

日鉄ﾃｯｸｽｴﾝｼﾞ

日鉄保険ｻｰﾋﾞｽ

三井物産

テツゲン

執行役員金属業務部長

取締役常務執行役員

代表取締役社長

金属資源本部長補佐

取締役財務総括部長

渡辺 哲也

小林 幹生

塚本 一弘

佐々木一郎

三井物産

大和工業

大和工業

三井物産

自動車部品事業部長

代表取締役社長

取締役常務執行役員

内部監査部特任監査役

木島 育人

服部

卓

南

とおる

住友商事

住友商事

住友商事

鋼材事業部長

鋼管西半球事業部長

鋼管東半球事業部長

29

松本 和幸
鐵

商

取締役専務

端山 真吾

船越 弘文

ジオスタ－

日本製鉄

代表取締役社長

常務執行役員

第１８９号
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令和４年７月

新入会員 No４（敬称略・順不同）４月 1 日～7 月 14 日までの入会者

村上 晃彦

大西 史哲

豊田通商

日本製鉄

取締役会長

参与内部統制監査部長

渡邉 裕司

岩井 尚彦

日本製鉄

日鉄ｿﾘｭ-ｼｮﾝｽﾞ

日本製鉄

鋼板・形鋼輸出営業部長

ﾌｪﾛ-鉄鋼ｿﾘｭ-ｼｮﾝ

常務執行役員財務部長

窪田

朗

事業本部副本部長ﾞ

中村

肇

石原 秀威

浦田 秀樹

田邉 孝治

梶川 彰太

日鉄物産

日本製鉄

王子製鉄

住友商事

伊藤忠丸紅鉄鋼

取締役副社長

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ開発部長

代表取締役社長

輸送機材事業第一部長

取締役兼執行役員
経営管理本部長

遠藤

悟

小嶋 康広

矢ヶ部昌嗣

安藤 雅則

日本製鉄

日本製鉄

NS ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ海運

渡辺パイプ

執行役員

厚板・建材営業部長

監査役

執行役員ｸﾞﾘ-ﾝ事業部長

厚板・建材事業部長

令和 4 年 7 月 14 現在

訃

総会員数 514 名

報 下記の方がご逝去されました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。
福島 幹雄殿

令和 4 年４月２２日逝去（７６歳）（元）ＪＦＥスチ－ル
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令和４年７月

会合・行事・講演会等の日程について
１．

令和４年８月１日～
会合・行事・講演会等

日

程

曜日

時

間

８

月

講

演

会

８月

８日

（月）

1２：0５

ゴ

ル

フ

大

会

８月２５日

（木）

―――

８月２８日

（日）

時間未定

８月２９日

（月）

1０：３０

７日

（水）

1０：３０

9 月 １７日

（土）

時間未定

９月２０日

（火）

時間未定

９月２３日

（金）

1８：0０

９月２４日

（土）

1４：0０

会

9 月２６日

（月）

1２：0５

第一事業委員会

9 月２６日

（月）

時間未定

策

１０月 1 日

（土）

―――

塚

１０月 ５日

（水）

1３：３０

会

１０月 ７日

（金）

―――

第三事業委員会

１０月１３日

（木）

1０：３０

１ ０ 月 講 演 会

１０月２１日

（金）

1２：0５

１０月２５日

（火）

―――

（特別）音楽鑑賞会
広

報 委 員 会

第二事業委員会
歌

舞

音

楽

鑑

9

月

講

自

然

伎
賞
演
散

宝
ゴ

秋

ル

フ

の

大

旅

会

行

9 月

～２８日

（金）

名 所 旧 跡 散 策

１１月１８日

（金）

―――

１ １ 月 講 演 会

1１月２９日

（火）

1２：0５

講

紀尾井ホール（国際ｱﾏﾁｭｱﾋﾟｱﾉｺﾝｸ-ﾙ）

歌舞伎座（一部または二部または三部）
紀尾井ホ－ル（第 132 回定期演奏会）
鈴木 秀子氏
手賀沼界隈
東京宝塚劇場
江戸崎カントリ－クラブ
柯

隆氏

長崎・五島列島
大谷寺・大谷観音（バス予定）
畔蒜泰助氏

時間未定

１１月

吉日

時間未定

１２月

１日

（木）

―――

１ ２ 月 講 演 会

１２月１５日

（木）

1２：0５

寺島実郎氏

新年賀詞交換会

１ 月

時間未定

開催未定

１

1 月 ２ ３ 日

（火）

1２：0５

伊藤元重氏

２ 月 １ ０ 日

（金）

1８：0０

２ 月 １ １ 日

（土）

1４：0０

ゴ

ル

フ

伎
大

会

歌舞伎座（昼の部または夜の部）
清澄ゴルフ倶楽部

月

講

演

楽

鑑

賞

２

月

講

演

会

２ 月

吉 日

1２：0５

村井俊治氏

３

月

講

演

会

３ 月

吉 日

1２：0５

松原美穂子氏

３ 月

吉 日

時間未定

３ 月

吉 日

時間未定

音

歌

舞

会

吉 日

会

伎

紀尾井ホ－ル（第 133 回定期演奏会）

歌舞伎座

発行 アイアン・クラブ
〒103-0025 中央区日本橋茅場町 3-2-10（鉄鋼会館）
☎03-3669-4825

ＦＡＸ03-3664-1457

Ｅ－Ｍａｉｌ：ironclub@ironclub.jp
ＵＲＬ

：http.//www.ironclub.jp/
令和４年７月１４日
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等
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吉日

舞

所

鎌田 浩毅氏（オンライン/Zoom 方式）

１１月

歌

師・場

