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「 ロー タリー希望 の風奨学金」 は国 内外 ロー タリー クラブ会 員有志 に よって立 ち上 げ られたプ ログ ラムで す。 ロー タリー と
は世 界 200以 ̲liの 国 と地域 に 33,000を 超 える ロー タリー クラブがあ り全世 界 で 120万 人以 上の会員が い ます。 日本 国内
には約 2,300の クラブで約 9万 人 の会員が活動 して い ます。会員 は企 業 の経営者 や専 門職 をもつ 人 々で構 成 され世界的なネ ッ
トワー クを形成 して互 い に職業倫理 の高揚 を図 りつつ 地域 や世界 を良 くす るために様 々 な支援 の手 をさしのべ てい ます。

「ロー タリー希望 の風奨学金」は東 日本大震災により災害遺児 となった青少年たちに少 しで も学業を継続で きるような教育
‐ 支援 をしてい きたいとい う会員の願 いか ら立ち上げ られました。 このプログラムは資金 の続 く限 り、続けてまい ります。 ̀

:

2011年 3月 11日

に発生 した東 日本 大度災 か ら早 くも 4年 の 月日が経過 しました。
この度災 で両親 または片方 の規 を亡 くした約 1750人 の遠児たちに奨学金 (大 学生、
短人生、
専門学校生対象)を 支給す る「 ロー
タ リー希望 の風奨学金」 プ ログラムが平成 23年 、 ロー タリー東 日本 大震災青少年支援連絡会議 によ り設立 され ました。
此 の奨学金 プ ログラムは被災 された壇児 やその保護者逹 にそっと寄 り添 い静 かに「希望 の風」 を贈 り続け る奉仕活動 です。そ
してこれ まで 228名 の学生 に奨学金が給付 され順調 に運営 をされてい ますが、今後 3億 2,500万 円が不足 してい る状況 です。
今年度、 山形光 ロー タリータラブは この奨学制度 に共感 し、よ リー層 の具体的な支援 をしたい と考 え「希望 の風 チャリテ ィ
コンサー ト」を企画致 しました。今年度 RI会 長 K、 R.ラ ビン ドラ ン氏は今年度 のテーマ として「 Be a Glft to the World」 のテー
マ を掲 げられました、
「世界へ のプ レゼ ン トにな ろう」 と言 う意味 です、私逹北 ロー タ リー クラブ も、そのテーマ を受け「楽 しも
う 私 たちの ロー タ リー、贈 りましょう 感謝 の赴 で」 の テーマで事業 を推iltし てい ます。
今回の コンサー トを開催 し、その浄財 を希望の風奨学金 に寄付 をすると共 に、山形 の市民、青少年、そ して被災 され山形 に在住 の方々
に良い音楽 を贈 り、そ して私逹 ロー タリアンも共 に楽 しみなが ら、社会奉仕、地域奉仕 そ して青少年奉仕 の一助 となれば幸 いです。
2014〜 2015年 度 山形光 ロー タ リークラブ会長 増口 隆

オペレッタエ房 フェア リイ・ テイル
ソプラノ吉野直子・バ リトン鈴木集・ピアニス ト/作 曲家の知野礼美の三人で結成されたオペ レッタユニッ
ト。2006年 3月 初演された知野礼美作曲 。脚本のオペレッタ「幸福の王子」をきっかけに、幼稚園 。小学
/AN民

館コンサー トなどに出演、
子供から大人まで幅広く親しまれている。2013年 正式名称を「オペレッ
・
タエ房 フエアリイ テイル」とし、山形県教職員互助会/AN益 事業スクールコンサー トの活動も展開している。
吉野直子 :山 形北高音楽科、東京音楽大学声楽演奏家コース卒業。同大学研究科修了。声楽を志鎌綾子。
中澤桂・

校や

篠崎義昭の各氏に師事。東北文教大学短期大学部非常勤講師。コーラス紫陽花指導者。山形市芸術文化協会会員。
鈴木集 :山 形県旧藤島町出身。山形大学大学院修了。現在、山形市立商業高校、県立寒河江高校音楽講師。
女声合唱団ささゆり指揮。山響アマデウスコアコンサー トマスター。山形オペラ協会会員。
知野礼美 :ア メリカ・シンシンナティ大学大学院 ピアノ演奏課程修了。Cum Laude賞 受賞。全米新進芸術
家コンクール優勝。東北文教大学、山形北高等学校音楽科講師。全日本ピアノ指導者協会正会員。第 21
回山形市芸術文化協会優秀賞受賞。
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‖和久 (チ ェロ
)

11歳 よリチェロを始めるc桐 朋学園女子高等学校音楽科を経て桐朋学園大学音楽学部を卒業し、フランス国立ボ
ル ドー音楽院へ留学。高等科、室内楽科、現代音楽科、研究科を首席で卒業し、ボル ドー市栄誉賞を受賞した。
2000年 には第 4回 「若手奏者のためのコンペティション」(現 。名古屋国際音楽コンクール)ソ ロ部門にて優勝。最
優秀者賞、朝日新聞社賞も併せて受賞。国立ボル ドーオペラ座、ラムルー管弦楽団と特別契約を結び共演 したほか、
現代音楽グループ「Csellox TACLOA」 を結成 し、フランス、スペインを中心に演奏活動を行い、多数のコングレス
にも参加。アンサンブル・インス トウルメンタル・ドウ・コルス (コ ルシカ)の 首席奏者、2011年 4月 から山形交響
カルテット、長岡京室内アンサンブル、山形チェンバーミュージシャ
楽団の首席奏者に就任 したほか、プレシャス 。
ンズ、カンターナなど、ソロ、
室内楽でも幅広く活躍している。これまでに千本博愛、Etienne PECLARDの 各氏に師事。
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ata Symphony Brass5(金 管五重奏
)

山形交響楽団の金管首席奏者を中心に結成、バ ロック音
楽か らシネマ・ジヤズまで幅広い レパー トリーを持ち各
地で公演する山響お薦めのアンサンブルQ
トランペット/井 上直樹 ・松岡恒介 ホルン/関 谷智洋
トロンボーン/太 田涼平 チユーバ /久 保和憲

