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第 111 定例会講演記録
日 時：平成 26 年 8 月１6 日（土）10 時 20 分～11 時 50 分
会 場：地球市民かながわプラザ 1Ｆ（多目的室）
演 題：「地震・火山と大地の動き」
（国土地理院の災害対応）
講 師：後藤 勝広氏（国土交通省国土地理院
地理地殻活動研究センター研究管理課 課長補佐）
研究センター公式 twitter https://twitter.com/GSI _ Research
 国土地理院の紹介

（講演の要旨）皆さま、お早うございます。
只今、代表の安部さまからご紹介頂きました後
藤でございます。
平素から国土地理院の業務に深いご理解を頂き
まして厚くお礼申し上げます。
本日は掲題の「地震・火山と大地の動き」につ
きまして、持参のスライドを使い説明させて頂き
ます。
まず、私ども国土地理院の紹介ですが、本院は
茨城県つくば市にありまして、地震・火山等によ
る災害への対応を主業務と致しまして、全国に地
方測量部を配置し、土地の測量、地図の調査・活
用の推進に努め、国民生活の向上および国民経済
の健全な発展に寄与・貢献させて頂いております。
組織および職員構成は院長、参事官以下 695 人が
在籍致し、その内の 3 割が右図の通り、札幌、
仙台、つくば市、東京千代田区、富山、大阪、
名古屋、広島、高松、福岡、沖縄の 11 ヶ所の地方
測量部に配属されています。

【10 月～12 月行事予定】
定例会
ハイキング
ゴルフ
囲碁
カラオケ

12 月 20 日（土）
10 月 26 日（日）
11 月 29 日（土）
11 月 26 日（水）
11 月 8 日（土）
12 月 13 日（土）
11 月 4 日（火）
12 月 2 日（火）

(詳細はｐ6,7 をご覧ください)

社会見学会

パソコン

11 月 11 日（火）
11 月 13 日（木）
12 月 11 日（木）
11 月 12 日（水）

史跡めぐり

11 月 20 日（木）

マジック

11 月 16 日（日）
12 月 23 日（火・祝日）

お茶を楽しむ
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 日本経度原点と日本水準原点
すべての測量の基礎となる測量、国
家基準体系の整備のための電子基
準点が全国で約 1,300 点あり、我が
国の位置の基準として日本経緯度
原点（左）が、高さの基準として日
本水準原点（右）が設置されていま
す。
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 東日本大震災
空中写真により電子基準点が捉えた過去最大の地殻変動
は本震（Mj 9.0）が発生した時で、水平点で 5.3m 変動、
上下動で 1.2m 沈下したとされています。

 世界の震源分布
下図は 1952 年から 2011 年までの
ものですが、日本はカムチャツカ、
アラスカ、チリ、スマトラと四方か
ら震源地に囲まれています。
ヨーロッパには地震はありません。

東日本大震災の勃発時には当院で災害対応のための潮位
の干満、津波の来襲状況調査時に潮位を計測する「検潮
所」が異常な水位上昇のため使用不可能になりました。

 地震のメカニズム（仕組み）プレート運動
地震は地下の深奥で岩盤の「ずれ」によって発
生する現象です。下図でご理解いただけると思
いますが、前図と同じく日本は北米プレート、
太平洋プレート、ユーラシア、フィリピンプレ
ートに囲まれて四面楚歌の状況を呈していま
す。

プレート運動は、大地の動き（地殻変動）を示すも
ので、断層の種別には正断層と逆断層があります。
正断層は水平方向に引っ張る力、逆断層は水平方向
の圧迫力とされます。地震に伴う現象には「液状化」
と「津波」があります。「日本で一番、地震が起こ
りにくい場所はどこか？」とよく聞かれますが、残
念ながらわかりません。
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 地震に伴う現象（液状化）

 地震の大きさ

液状化が起こる仕
組みは①地震前
②地震時 ③地震
後とで右図のとお
りです。
3 年前の大地震で千
葉県我孫子市は液
状化被害が大きか
ったところですが、
昔、すべて「水部」
で地盤が脆弱であ
ったのが原因です。

地震の大きさとマグニチュードの関係はマグ
ニチュードが震源の地震（断層運動）の規模の
大きさを表すのに対して、「震度」は地震の起
こった場所の「揺れ」の大きさを表します
「揺れ」の大き
地震の大き マグニチ
さ（震度）
さ
ュード
7
4
極微小地震 1 以下
6強
3
微小地震
1～3
小地震
6弱
2
3～5
5強
1
中地震
5～7
大地震
5弱
―
7 以上
巨大地震
8 クラス

 地震動予測地図
日本周辺で発生した地震によっ
て、
その場所が震度 6 弱以上の
「揺
れ」に見舞われる確率を示す。

 日本の活火山

現在、日本の活火山は、北海道の有珠山から八甲田山、伊豆大島、
三宅山、八丈島、富士山、雲仙岳、桜島等全国で 110 山あります。
火山噴火警報レベルで避難準備が必要であれば入山規制や火口周辺
規制が発令されます。過去、火砕流の被害が大きいものは雲仙岳で
高温の火山灰や岩魂、空気や水蒸気が一体となって、急速に山体を
流下し、非常に危険な状態になりました。

❊この地震動予測地図について
は、現在改良に向けて見直しが進
められています。本資料中の地震
動予測地図はまだ改良の途中で
あることにご注意ください。

 無人航空機（UAV）の利用

 緊急避難場所および避難所等の地図記号
国交省が災害の発生時に緊急調査の上、緊急避難の発令や
解除を行います。地図記号として「緊急避難場所」「避難
所」「避難所兼緊急避難場所」等があります。

3 月 22 日、UAV による西之島の空中自動
撮影に初めて成功しました 7 月 4 日 2 回
目のフライトを行い写真撮影しました。

最後になりますが、3 年前の 23 年 3 月 11 日の東日本大震災等により尊い命を犠牲にされました幾多の方々
のご冥福を祈り、また避難のため、大変難儀をされております皆さまの１日も早い復興を心から祈念して本
講義を終わらさせていただきます。（大拍手）
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（写真：横尾 正孝
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文責：坊城 弘幸）
したが、全員が１８ホ-ル終了後、雨が降り出し、
ラッキ－でした。久しぶりの参加者もあり、
熱い戦いが繰り広げられました。
プレ－終了後は、場所を大船の「庄や」に移し、
出席者１２名にて表彰式と懇親会を開催し、今日
のプレ－談義、反省と今後の対策の発表があり爆
笑につぐ爆笑で盛り上がりました。
また８４才の柳下さんが「ＩＮで４５」の素晴
らしいスコア－を出され、全員元気をもらいまし
た。 成績は下記のとおりです
優勝 宮村一成さん
準優勝 小林哲夫さん
3 位 市川邦二さん
（小西 記）

第 3 回運営委員会議事録（項目のみ）
開催日時：9 月 21 日（日）13 時～15 時
開催場所：さかえ区民活動センター
出席者：6 名 欠席者：5 名
議長：安部
A 連絡一般事項
1.ボランティア活動予定
2. 10 月度定例会と講演会
3. 区民活動センター「活動発表団体募集」
4. 12 月度定例会の講演（12 月 20 日）
5. アクティブ栄のバス旅行
6. 社会見学会（11 月 11 日）
7. その他
（1） 写真展用会報増刷（30 部）
（2） 橋本さん“エイジレス章”受章決定
（3） 平成 27 年度講演会講師依頼
（4） 区政懇談会（9 月 25 日）出席者
B 審議・検討事項
1. ＨＰの立ち上げ（スケジュールの変更）
2. 運営委員改選について
3. その他
次回運営委員会 11 月 22 日（土）
活動センター（10 時 30 分～12 時）
選考運営委員会（9 時～10 時 30 分）

【囲碁分科会】
８月定例会は（８/９）は酷暑続きで出足は芳しくな
く参加者 5 人で一寸さみしい例会となりました。９
月定例会（９/１3）は参加者 8 人で和やかな例会と
なりました。まだ夏本番の陽気にも拘わらず参加者
も多く大いに盛り上がりました。
１０月からは囲碁シーズン到来です。更に盛り上が
っていくことと思います。
例会は月１回第２土曜日に本郷地区センタ－２階和
室で開催しています。
尚１０月例会は都合により休会とします。
観戦、飛び入り参加、入会随時大歓迎します。
腕の強弱を問わず、ご興味のある方はお立ち寄り
ください。点数制のハンデイをつけていますので気
軽に上級者との対局が出来ます。一緒に楽しみまし
ょう。
（越後屋 記）

分科会活動

【写真分科会】

【ゴルフ分科会】

９月１9 日（金）第３回撮影会を実施しました。
被写体は「彼岸花」、行く先は「日向薬師周辺」
を選び、参加者は１２名でした。
小田急「伊勢原」駅から３０分ばかりバスに揺ら
れて、日向薬師バス停に着きますと、懐かしい原風
景の中に真っ赤な「彼岸花」が点在しています。光
の具合も文句なく、いい撮影会になりそうです。カ
メラマンも多く見られます。
２時間と決められた撮影時間には各々別々にお気
に入りのスポットを求めて右往左往。まだ真っ黄色
く染まったままの田圃、稲の刈りいれに忙しい田圃、
刈りいれた稲を乾しかけている田圃、「彼岸花」が
美しいコントラストをなしてなんとも素晴らしい。
遠くには大山の雄姿も顔を出して、被写体には事欠
きません。こうなると問題は自分の腕だけです。

第９７回例会は、７月３０日(水)４組１５名の
参加者で行いました。ＯＵＴは曇間から夏の日差
しがあり、ＩＮは快晴となり、爽やかな風が吹き、
夏場としては良いコンディションのゴルフ日和で
した。参加者のスコア－(GROSS)も８０～９０台と
久しぶりに良い成績が出るほどの熱い戦いが繰り
広げられました。
成績は下記のとおりです
優勝 深堀 修さん
3 位 安田憲二さん

準優勝 西岡新吾さん
（浅田
記）

第９８回例会（カップ戦）は９月２４日(水)
４組１６名の参加者で行いました。台風の影響を
心配しつつ、いつ降りだすかわからない雲行きで
4
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遅い昼食は「日向薬師寺」の山頂の境内の休息所
で、全員車座になって例のごとく賑々しく他人の迷
惑顧みず楽しみました。
本日の「撮影会」はここで好評の内にお開きとな
りましたが、更に「延長」を希望する人もあり、大
変楽しく、実り多い？撮影会になりました。
幹事さん、周到な計画・準備ありがとうございま
した。
参加の皆さまお疲れ様でした。 （横尾 記）

９月はほぼフルメンバーでの開催となりました。
前田先生の指導の下、略盆点前・風炉薄茶平点前の
練習をするとともに、９月の重陽の節供にちなんだ
和菓子“きせわた”と抹茶を味わい、楽しい時間を
すごしました。
（藤木 記）

【パソコン分科会】
第 79 回パソコン分科会を 9 月 10 日（水） さか
え区民活動センター研修室で開催し、出席者 8 名で
した。
議題 我が家のパソコン 危機管理！
ある日突然 あなたのパソコンが「ウィルス感染し
ています」警告！ あなたはどうされますか？
解説とその対応について質疑応答しました。
（菊地 記）

【マジック分科会】

（日向薬師にて）
（日向薬師里山にて）

8 月の講習は、「ニワトリと卵」で紙に描いたニワ
トリから卵が転がり出すという演技を復習しました。
また、「お札の扉」はインサイドアウト紙幣の表側
につけたはずの扉が、裏側になっていたという演技
を行いました。
新規講習として、「お札のバランス芸①②③」では
二つ折りした紙幣に 10 円硬貨を載せて、指の上で水
平に保つという演技の紹介があり 9 月講習で習得す
ることになりました。
9 月の講習は、「ニワトリと卵」と「お札の扉」を
再度の復習を行いました。
また、「お札のバランス芸①②③」では、二つ折り
した紙幣の一面に 10 円硬貨を載せて、一本の指の上
で紙幣を水平に保つという演技を 3 題行いました。
新規講習として、「お札を使ったコインの消失」は
2 枚のインサイドアウト紙幣と 100 円硬貨を使用す
るもので、100 円硬貨を消失させる演技を行いまし
た。
（沼田 記）

第１４回写真展のご案内
開催月日：平成２６年１１月２５日（火）
～１２月１日（月）
開催時間：１０時～１７時
（但し 初日 １３時～、
最終日～１５時）
開催場所：リリス ギャラリーＡ
出展数：約６０点
何卒ご高覧賜りたくお願い申しあげます。

【カラオケ分科会】
８
月の開催は
一方
的に室料値上げを告知されましたので、抗議の意思
表示で中止しました。（各位には多大なご迷惑をお
かけしました。深くお詫びいたします。）
９月例会は９月２日に開催し、１４名の参加を頂
き、一部屋に全員集合で盛大に暑気払いとなりまし
た。出欠の連絡は大本（045-894-3196）及び岩瀬
（iwaseo@aol.com）までお願いします。（大本 記）

会員の広場

木ノ下 又義

5

野見山 紘一

8 月 14 日（第 167 回）は 7 名、
9 月 11 日（第 168 回）は９名が参加され、ともに上
郷矢沢コミュニティハウス和室で開催しました。

◎ 蝉の声過ぎ行く季を惜しみをり
◎ 扇風機猛暑の前にたぢたぢと

【お茶を楽しむ分科会】

◎ 白い月隠しきれずに鰯雲
◎ 巫女達の笑ひさざめき神の留守

「栄楽俳壇」
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分科会行事予定
分科会

開催日時
集合時間

10 月 26 日（日）
ハイキン 8 時 50 分
11 月 29 日（土）
グ
9 時 30 分

ゴルフ

囲碁

11 月 26（水）
7時

開催場所
集合場所

内容

参加費等

連絡先
申し込先

備考

昼食沖縄料
理
三溪園ガイ
ド付き

7 時 26 分
Out スタート
（5 組）

ＪＲ鶴見駅
鶴見線改札口
ＪＲ根岸駅改札
口

鶴見線・リトル
沖縄・生麦
三溪園・山手

\500

小林（哲）
894-1437
野見山
826-0145
大野
512-2010
藤木

鎌倉パブリック
ゴルフ場

第 99 回（月例）

会費：
\1,000

浅田
893-6273

11 月 8 日（土） 本郷地区セン
12 月 13 日（土） ター
9 時～12 時
（２F 和室）

越後屋
893-1435

通常定例会

カラオケ

11 月 4 日（火）
12 月 2 日（火）
13 時～フリー

「カラオケ
ムーン」
（直接会場へ）

部屋ごと
各自負担

大本
894-3196

フリータイム

お茶を楽
しむ

11 月 13 日（木）
12 月 11 日（木）
13 時半～17 時

上郷矢沢コミュ
ニティハウス

参加費：
\1,000

藤木
893-7044

出欠は開催
2 日前まで
に。
参加者募集

11 月 12 日（水）
パソコン
9 時半～12 時

さかえ区民活
動センター
研修室

菊地
890-1495

パソコン初
めての方
も歓迎

手塚
893-9162
藤木
893-7044

参加募集 20
名以上
（家族、ビジ
ーターＯＫ）

沼田
894-1096

見学および
体験への参
加歓迎

史跡
めぐり

11 月 20 日（木）
9 時 30 分

11 月 16 日（日）
12 月 23 日（火・
マジック
祝日）
9 時半～11 時
半

ＪＲ鎌倉駅東口
（改札口）

さかえ区民活
動センター

抹茶
そろそろ年末 遅く
なったパソコン大掃
除。便利なフリー
ソフト紹介
「鎌倉大町近辺の
史跡散策」大功寺、
上行寺から
安養院、元八幡神
社 ❊昼食はレスト
ラン（予定）
前回の復習と新演
目の講習

ガイド料：
\500
拝観料：
約\400
別途レストラ
ン（ランチ代）

\1000/月
（3 ヶ月毎に
徴収）

第 113 回定例会のご案内
1 日時：平成 26 年 12 月 20 日（土）
4 懇親会：12 時～13 時
10 時～13 時
会場：メルヘン￥1,500（要予約）
2 会場：地球市民かながわプラザ １Ｆ（多目的室）
3 会務連絡：10 時～10 時 20 分
講演会：10 時 20 分～11 時 50 分
演題：「振り込め詐欺と危険ドラッグ（仮題）」
6
講師：神奈川県栄警察署 生活安全課巡査部長 森 信二氏
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見事な並木のトンネルで、市の広報によると紅葉の
盛り時は黄金色に輝く川のような光景になり、行き
交う人たちの目を喜ばせてくれるそうだ。
しかし、その時期になると銀杏を落としその匂いの
苦情を耳にする時節でもあると運転手の話。又、市
当局は道路を「歩行者天国」として「銀杏拾いのイ
ベント」の提案もあるが都会での実施は難しいと頭
を痛めているらしい。
帰って少し調べてみると、実をつけない雄木だけの
ものもあるようだが、雌雄の木の区別は花が咲くま
でわからず、それでは種からだと十年近く要するの
で選別は難しいらしい。
しかし、イチョウは押し木、接ぎ木の出来る街路樹
で雌雄の分かっているのを植えるのが普通とある。
イチョウ並木はこのようにして我々に秋の風情と詩
情を与えてくれているようです。
秋の夜長のひとりごとより。

第 43 回 社会見学会
「ヨコハマの有名な観光スポットを探訪します」
1 日時：11 月 11 日（火）
2 集合時間・場所：10 時 45 分
横浜スタジアム正面入口（山下町側）
3 行き先：① 横浜スタジアム
② マリンタワー
（昼食 神奈川県庁食堂）
4 見どころ：① 横浜スタジアム
球場の裏側を見学します。屋内練習所、
選手控室、ベンチ、グランド等
② マリンタワー
一般に公開していない旧灯台フロアを
見学します。（展望フロアの更に上）
5 参加費用：\1,600（但し 交通費、昼食代は別）
6 服装・履物：動きやすい軽装。ヒール、ブーツ等
底が平らでない履物は不可。
運動靴（スニーカー）を持参。
（横浜スタジアムの施設見学のた
め）
7 申込み先：小林 哲夫 ☎ 894-1437
8 締切：11 月 3 日（月）21 時

感動の音楽（第２9 回）

♪♪交響曲第７番嬰ハ短調「青春」
・作曲：プロコフィエフ♪♪
会員 橋本 正道
後期高齢者の仲間入りをしてから久しい昨今では
「青春」ということばは身体的には全くそぐわない
が、「青春」のいきいきとした気持ちはいつまでも
持ち続けたい願望はある。そんな「青春」回顧の揺
れ動いた感傷の中で、横浜みなとみらいホールでア
ウローラ管弦楽団の演奏でプロコフィエフの交響曲
「青春」を聴く機会に恵まれた。
４０歳代になって巡り合ったサミュエル・ウール
マンの「青春」という詩に感動して、私の部屋の中
央に英語版の詩『Youth』を飾っている。この詩を時々
ではあるが朗読することで、私の人生の後押しにな
っている。また、団長を務めている矢沢男声合唱団

「小さな秋の小さな旅から」
会員：安部公良
「小さい秋見つけた」、これは詩人「サトウ・ハチ
ロウ」が窓越しに赤くなった「ハゼの葉を見ていい
知れぬ秋を感じてあの歌を書き上げた」とある。
秋はいろんなところで、季節を感じさせる。我が家
の小さな庭先でも、植えた夏野菜の「ミニトマト」
の採り入れを終えると、柿が色づきはじめ小鳥が腹
ごしらえにやってくる季節となり、秋の気配が急に
漂ってくる。
近くに、このほど開園した小菅ヶ谷北公園のバーベ
キュー広場は秋彼岸の連休に多くの子供連れで賑わ
っていた。陽気はまだ晩夏で緑の木立で覆われ秋の
気配はない。しかし、もうすぐ「ハゼの葉」が色づ
いて秋を呼んでくるに違いない。
連休の谷間に小用で「杜の都仙台」に小さな日帰
りの旅をした。
駅からタクシーで訪ね先への路を街路樹として、ケ
ヤキ、カエデに次いで多い有名なイチョウ並木を通
った。

う

た

を「合唱に恋して今が青春」と表現して、「青春」
ということばに憧れ、励まされている昨今でもある。
プロコフィエフに「青春」という交響曲があるこ
とを知ったのは喜寿を迎えた年齢になってからで、
その曲想はまさに「青春」への願望を表現している
ようであった。
この交響曲はプロコフィエフは自身の死の前年で
ある１９５２年に病の身をおして書き上げたもので
ある。「青春」という副題はプロコフィエフ自身が
「ソヴィエトの青年たちに捧げる」として名づけた
ものである。
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そしてプログラムの解説では「この音楽は人生の
先輩たちが若い後輩たちに優しく語りかける物語で
あると同時に人生の年輪を重ねて私たち大人が、自
分の心の中に眠る若かりし頃の思い出の風景を巡る
音楽の旅でもある」とある。
この交響曲は作曲年代から見てクラッシック音楽に
はない現代音楽的な雰囲気もあるが、４楽章とも柔
和なハーモニーと美しいメロディーに彩られている。
その音楽を紙上では再現できないが、言葉で表現す
るとおおよそ次のようになる。
≪第１楽章≫ 冒頭の憂いに満ちたもの悲しい旋律

域社会の一員として我々の活動を勇気づけてくれる
ものと思います。
会報に掲載し皆様と共にお祝いの意を述べさせて戴
きます。おめでとうございました。 （安部代表記）

ボランティア活動
活動状況

・9 月 19 日（金） 14：00 より 15：00
＊デイサービス ＤＡＹいのやま（池田・船山・沼
田）栄楽クラブよりカラオケ合唱の応援に安部・大
本・藤木・の各氏が参加「里の秋、赤とんぼ、瀬戸
いざな
が一瞬にして過ぎ去りし青春時代へと 誘 ってくれ
の花嫁、ここに幸あり、南国土佐を後にして」など
る。どこか懐かしくて、望郷の念を想い起させる、
をデイのスタッフも一緒に合唱し大いに楽しんでい
あまりにも美しい旋律は、青春のテーマにふさわし
ただけたようです。
い。
・10 月 2 日（木）13：30 より 1 時間
≪第２楽章≫ バレエ音楽を思わせる可愛らしくも、 ＊中野町内会と富士見ヶ丘自治会のふれあいサロン
どことなく現実離れをした摩訶不思議なワルツ。く
（池田・沼田・船山）マジックの披露を致しました。
つろいだ雰囲気の軽やかなステップ……。次第に夢
共演は 大正琴 すずらん会の５名の方達
とも現実ともつかない奇妙な舞台に足を踏み入れて
場所 本郷小学校コミュニティハウス
いく…。
活動予定
≪第３楽章≫ ロマンティックな、ゆったりした穏
・11 月 16 日 (日)
15：30 より 30 分
やかな旋律が流れ、ひたすらやさしい時間が続く。
社会福祉法人 朋光会川島地域ケアプラザ
人生の終わりに差しかかり、生きることの辛苦を超
「ケアプラまつり」の一環としての依頼。
越した老作曲家が若い感性で書き上げた瑞々しい音
（池田・船山）
楽。まどろみの中で夢に堕ちるようにやさしく終わ
元鶴見マジッククラブ会長・宮崎信氏特別出演。
っていく。
保土ヶ谷区川島町 330-2 デイサービス晴「陽春の里」
にぎにぎ

≪第４楽章≫ 賑々しい行進曲風のフィナーレ。軽
快なリズムにのって楽しい音楽が展開され、クライ
マックスでは再び第１楽章の青春のテーマが雄大に
再現され、青春賛歌を朗々と歌い上げている。そし
て青春時代から老年時代にタイムスリップしたよう
な展開で音楽はゆっくりと歩みを遅め、弦楽器の弱
弱しいピチカートでポツンと消え入るように淋しく
終わる。

・小菅ヶ谷地域ケアプラザでは 当方の都合がつけ
ば来てほしいと要望されています。

栄区民芸術祭 2014 秋の音楽祭 合唱の祭典
会員の出演者：
・ 岩瀬 修 ・塚本忠志・手塚 榮・橋本正道
・ 宮村一成 ≪以上矢沢男声合唱団メンバー≫
・ 中田 宏≪横浜さかえ男声合唱団メンバー≫
日 時：10 月 19 日（日）13 時 30 分開演
会 場：栄公会堂講堂 （入場無料）
演奏曲目：男声合唱組曲「沙羅」より・「丹澤」他
３曲
（矢沢男声）
民謡より・「牛追いの唄」・「斎太郎節」
（さかえ男
声）

会員 情報ファイル
橋本前代表「エイジレス章」受章
内閣府は平成元年から年１回、高齢者が年齢にと
らわれず自らの責任と能力において自由で活き活き
と「エイジレス・ライフ」生活を送っている方を表
章しています。
今年度は全国都道府県から１０８名の推薦があり、
６５人の受章で横浜市から橋本さん１名（横浜市栄
区推薦）が受けられます。。
これは橋本さんのライフスタイルに基く生涯学習活
動が活力に満ちた長寿社会を実現するために積極的
な「範」との証だと思います。横浜栄楽クラブの地

第 20 回ヴィサン≪人生百歳≫
コーラスフェスティバル
会員の出演者：
・ 岩瀬 修 ・塚本忠志・手塚 榮・橋本正道
・ 宮村一成
日 時：11 月 13 日（木）17 時 30 分開演
8

気楽にふれあい 楽しい人生に！

平成 26 年 10 月 11 日発行(第 99 号)

（出演 C ブロック）
会 場：横浜みなとみらい大ホール （入場料￥500）
演奏曲目：男声合唱組曲「沙羅」より
「沙羅」他３曲

新入会員紹介
・古谷
・前田
・小杉

えつ子さん
美和子さん
昭さん

磯子区西町
栄区庄戸
栄区野七里

編集：横尾 正孝・安部 公良
・野見山 紘一・坊城 弘幸
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