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大宮西ロータリークラブ創立記念例会
12:30点鐘～、ゲスト卓話：ゴダイゴ・タケカワユキヒデ
12:30点鐘～、ゲスト卓話：ゴダイゴ・タケカワユキヒデ 様

会 長 あ い さ つ

場所：パレスホテル大宮３Ｆ

興味深いお話が聴けると思います。どうぞ宜し
くお願い致します。

会長

新見 和男

皆様、こんにちは。

お客様ご紹介

小木曽賢己 副会長

3月11日・・・生涯忘れられ
ない東日本大震災が発生した日
ですね。人生でこんな恐ろしい
体験をするなんて想像もできま

ゴダイゴ・タケカワユキヒデ 様
株式会社ＪＴＢ関東法人営業埼玉支店
副支店長 大川正勝 様
株式会社ライブナビ 代表取締役 野口 裕 様

せんでした。思い返せば、福島
原発の放射能汚染を恐れて、多くの外国人が国外脱
出をしましたが、反面、大好きな日本の危機に直面

入会式

して“自分だけ逃げていられない”と残り、日本が
どのように復興を遂げるのか、見守っていきたいと
いう外国人もいたことは忘れられません。

◇入会者 大川正勝様 ご紹介
最近では東日本大震災がどんどん忘れ去られ風化
大竹庄藏 会員
しているのが現状だと思いますが、まだまだ完全復
嬉しいニュースです。先程会長からお話しがあ
興といえない被災地の人々の心情を思うと胸が痛く
りました通り、ＪＴＢ神保さんと入れ替わり大川
なります。一日も早く完全な復興が成就するようお
さんと云う素晴らしい猛者をご紹介致します。
祈りするしかありません。
正式なお名前を大川正勝さん、昭和45年9月13日
さて、本日は創立記念例会です。当クラブは1963
のお生まれ、46歳です。お仕事はＪＴＢ関東法人
年3月22日、30名のチャーターメンバーにより創立
営業埼玉支店の副支店長でいらっしゃいます。
し54年が経過しております。
業務内容は旅行業、お住まいは熊谷です。趣味
本日の卓話者は、特別ゲストと致しまして、シン
はゴルフとラグビーです。
ガーソングライターであり、作家、そして大学の
ロータリー歴はございませんので当クラブが初
客員 教 授 と 多 岐 に わ た っ て 活 躍 さ れ て お り ま す
めてと云う事です。大いに期待いたしましょう。
タ ケカワユキヒデ様をお迎えしております。
ご家族は、奥様、お子様が長女、長男、次女の3
『ゴダイゴ』では、メインボーカルをつとめ『銀
人いらっしゃいます。頼りがいのある方だと思い
河鉄道９９９、ガンダーラ、モンキーマジック』等
ます。当クラブ創立の記念日がすぐにまいります。
の大ヒット曲を生んでおります。

親睦と奉仕そして人づくり
事務局：さいたま市大宮区桜木町1-11-2 YK-12ビル 4F
TEL.048-871-8881 FAX.048-871-8882
E-mail：info@rc-omiya-west.com HP : http://rc-omiya-west.com/

全日本で５６６番目、県下で１３番目のクラブで

こそは良縁を、と「婚活」を最重要プロジェクトと

す。どうか宜しくお願い致します。

捉えまして(笑)、仕事との両立をしながら粛々と進
めてまいります。
冗談はほどほどにしまして、現在は大宮区桜木町
にオフィスを構えまして、自社オリジナルブランド

◇入会者 野口 裕様
裕様 ご紹介
の化粧品並びに健康食品の全国通販事業を行ってお
新見和男 会員
ります。
野口 裕さんをご紹介致します。ライブナビと
大宮西RCの皆様におかれましては、微力ながらも
いう会社を経営されております。内容は化粧品健
奉仕活動の一助となれば幸いです。
康食品の通信販売ということです。出身は山梨県
なお趣味は旅行やカラオケです。若輩者ながらよ
独身でございます。42歳と云う事です。只今、一
ろしくお願い申し上げます。
番重要な事は『婚活』と云う事です。どうか宜し
くお願い致します。細かいところはご本人からお
願いします。

☆入会者ご挨拶
株式会社ＪＴＢ関東
法人営業部埼玉支店
副支店長 大川正勝 様
皆さんはじめまして。この度新しく入会させて
いただきましたＪＴＢ関東法人営業埼玉支店の大
川正勝と申します。顔は怖いですが心は優しくを
モットーにしております。

大川正勝新会員(
大川正勝新会員(左)、紹介者:
、紹介者:大竹庄藏会員(
大竹庄藏会員(右端)
右端)、
野口 裕新会員(
裕新会員(中央左)
中央左)、紹介者:
、紹介者:新見和男会員
(中央右)
中央右)

高校、大学、社会人とラグビーをしており、超
体育会の中で育ってきました。ラグビーの世界で
は「一人は皆のために、皆は一人のために」とい

幹事報告

う格言めいた言葉があります。この言葉には奉仕
の精神が込められておりＲＣの精神に通じるもの
があると感じました。
初めてのＲＣで分からないことだらけで諸所ご
迷惑をおかけすることもあると思いますが

幹事

渋谷廣慶

何卒よろしくお願い申し上げます。
次週は休会、そして25日は、鉄博移動例会とな
ります。スケジュール管理されて、出席の程宜し

☆入会者ご挨拶
くお願い致します。
株式会社ライブナビ
代表取締役 野口 裕 様

委員長報告
皆様、はじめまして。
この度は、新見会長からのご紹介で入会させて
頂きました、野口裕（ゆう）と申します。新見会
長より、日頃から「ゆうちゃん」と呼ばれかわい
がって頂いております。
山梨県生まれで、大宮駅西口方面に在住してお

奉仕プロジェクト部門
髙橋秀樹 委員長

ります。お相手を選り好みしておりましたら、独
３/２５(土)開催する鉄道博物館ナイトミュー
身のままあっという間に42歳となりました。今年
ジアムの参加申込数が当クラブの会員関係者

５０２名を含めて２６６６名と昨年より４００名
多くなっています。特に小学生児童の申込数が昨

し、皆 様ご存 じの「ガ ンダーラ」「モンキーマ
ジック」「ビューティフ ルネーム」「銀河鉄道
９９９」など、数々の大ヒット曲を発表されました。

年より倍増しているのが特徴的です。鉄道博物館
今月、鉄道博物館でナイトミュージアムの例会
の無料開放招待イベントが認知されてきた証だと
がありますが、鉄博のオープニング前に行われた
思っています。当日、６０名の会員に参加してい
音楽イベントで、タケカワさんが「銀河鉄道９９９」
ただき ま す が 、 本 番 へ の 準 備 と し て 、 ３ / ２ １
を歌われたそうです。
(火 ) １ ７：３０より現地で配置場所等の下見内
歌手・作曲家以外にも、小説家、講演、コメン
覧会を行いますので、是非ともお越しいただきま
テーター、マンガの評論、大学の客員教授など幅
すようお願いいたします。
広く活躍されています。
今日いらしていただいたのは、２００６年にＪＣ
が主催したバンドのコンテストで審査委員長をお
次年度地区公共イメージ部門
次年度地区公共イメージ部門
小木曽賢己 部門委員長

願いし、そこから、音楽を通じた社会貢献・社会
奉仕が できな いかとい うことで、一緒に大宮で
チャリティコンサートを開催するようになり、そ

次年度公共イメージ部門委員会からのお願いで
のご縁で卓話をお願いしました。
すが様々なロータリー事業でロータリーマークを
常に音楽とともに生きてきたタケカワさんの半
高く呈示して露出度をあげて活動して頂きたいと
生と、そこから生まれた音楽を通じた社会貢献活
云う事で、ベストを作成致しました。
動について聞いていただき、明日からの奉仕活動
3/25鉄博ナイトミュージアムでも全員に着て
へつなげていただければと思います。
頂きますので宜しくお願いします。

小木曽賢己地区広報委員(
小木曽賢己地区広報委員(右)と今回作成のベスト
と今回作成のベスト
（モデルは次郎丸雄希会員）

ゴダイゴ
タケカワユキヒデ 様

今日は、僕がどうやって育ってゴダイゴ結成に

ゲスト卓話

至ったのか、そして、ゴダイゴはどういう活動を
したのかという話と、僕が仲間とずっと行ってい
るチャリティーイベントのお話をさせてもらいた
いと思います。よろしく
お付き合いください。

＜タケカワユキヒデ様ご紹介＞
僕は浦和に生まれまし
藤嶋剛史会員

た。父親が音楽大学の教
授、母親はバイオリン製

本日の卓話者は、創立記念例会特別ゲストとし
造会社の娘で、ショパン
てゴダイゴのタケカワユキヒデ様をお招きいたしまし
を弾く人でした。幼稚園
た。
１９５ ２年、 地元さい たま市は浦和で誕生、
１９７５年ソロデビュー。翌年にゴダイゴを結成

からバイオリンとソル
フェージュを始め、小学

校で作曲を始めました。小学校の高学年でビート

そして僕が２６歳になる時でした。みなさんご

ルズと出会い、夢中になりました。中学でバンド

存知の西遊記の主題歌を担当することになって、

を始め たので すが、当 時エレキギターは不良の

ガンダーラ、モンキーマジックの大ヒットへと繋

レッテルを貼られてしまうので密かに活動を続け

がっていくわけです。

ていました。

ヒットは次のヒットを生むことになり、国際児

卒業式では先生を説得して演奏も気に入っても

童年のテーマソング・ビューティフルネーム、ア

らい、予定表に入れてしまうと保護者から猛反対

ニメの主題歌・銀河鉄道９９９と、次々ヒットし

されてしまうので、「飛び入り」形式で演奏した

ました。

りしました。
高校は浦和高校でしたが、バンドで凄いことを
たくさん経験し、１６歳の頃には大宮のゴーゴー
ホールで演奏したりもしていました。高校二年か

僕たちが次に目を向けたのは、アジア、アフリ
カなど、当時の日本人がなかなか関心を示さな
かった国の数々でした。
２７歳になった１９８０年２月、ゴダイゴはネ

ら音大受験を目指しました。浦高では音大受験生

パールでコンサートを開きました。観客は６万人！

には進路指導がないようで、皆そうなのかと思っ

このネパール国始まって以来のコンサートは、今

ていたら他の皆は指導をもらっていたと後から知

でもネパールで語り草になっています。このあと

りました。高校三年では鳥取砂丘で麻雀を敢行。

中国に初めてロックミュージシャンとして入った

一緒に写真に写っているのは元川口市長だったり

り、ローマ方法の前 で演 奏し た りと様々 なこと

します。やがて芸大を断念、すぐに、日本のビー

に 挑 戦 し ま す が 、 １９８５年、一度バンドを休

トルズとなるべく、全編英語のオリジナル曲のコ

止しました。

ンサートを断行。当時、英語の歌詞は日本ではな

再び活動を開始したのが２００６年、そして今

かなか受け入れられなかったのですが、２０歳の

年、４１周年を迎えることになりました。最近で

時に作曲家として外資系の音楽出版社と契約。

は、東京上野文化会館での１００人でのコンサー

２２歳の時に、全編英語のオリジナル曲で、作

トにも挑戦させてもらっています。まだまだゴダ

曲・アレンジ・演奏・歌・訳詞、と一人五役をこ

イゴはやることがあるんだな、と実感していると

なしたアルバム「Passing Pictures(走り去るロマ

ころです。ただのエレキ小僧がプロになった、と

ン)」でデビュー。これで天下を取ったと思ったの

いうわけではないことがわかってもらえたでしょ

ですが、ちっとも売れない。

うか。どうかみなさんこれからも、ゴダイゴとタ

２３歳の時に、デビュー以来、タケカワユキヒ
デとミッキー吉野グループとして行動を共にして

ケカワユキヒデを応援していただきたいと思いま
す。

きたミ ッキー 吉野と、 ゴダイゴを結成。華々し

さて最後になりますが、僕がこのさいたま市で

く、カネボウ化粧品のキャンペーンソング・サラ

ずっと行っているイベント、「さいたま夢ＫＡＮＡ

ダガールでデビュー。

音楽祭」のＰＲをさせてください。

少し売れたのですが、

２００６年に、青年会議所主催の、音楽を通じ

歌詞が英語だったの

た地域振興事業に参加した際、僕を育ててくれた

で外国のバンドと勘

「音楽」の力で、地元さいたまへの恩返しと社会

違いした人が多く、

への貢献ができないだろうか？と考えたことが

そのあとはまた全く

きっかけとなり生まれたこの音楽祭は、ボラン

売れない。仕方がな

ティア活動や奉仕活動が基本になって運営されて

いので僕たちは作戦

います。

を変えました。

基本理念は、「夢かなうまち・さいたま」。地

まずは日本中を僕たちの音楽で埋め尽くすこと

元さいたま市を、夢がかなうまち、人々が夢を

にしたのです。３年間、本当にたくさんのＣＭソ

もっていきいきと暮らすまちにしたい、という思

ングを 作り、 たくさん のドラマの音楽、映画音

いを持って始めたイベントです。

楽、他の歌手たちのアルバムのプロデュースをし
ました。

バンドコンテストの「登竜門」は、音楽を通し
て青少年の夢を叶えるという理念の青少年奉仕の

一環であり、さいたま市の観光大使を決めるイ
ント「夢ＫＡＮＡオーディション」は、さいたま
市歌の認知向上をすることで郷土愛を育み、地域
社会への奉仕につながっています。
ロビーでは、障害者施設の方々の作った食事や
グッズを販売しています。これも、地域奉仕の一
環です。
さらに、チケット代金から500円を、バングラデ
シュで子供達を救う活動をしている日本人の団
体、サクラモヒラに寄付しています。これも、国
際奉仕、青少年奉仕につながっています。

タケカワユキヒデ 様 と 新見和男 会長

昨年からは協賛をいただいた企業のＣＭ映像を
イベント中に会場で上映することにしています。
会場のお客さんの年齢層はとても幅が広いので、
皆さんの企業のお客様も必ずそこにいらっしゃる
と思っています。
また、昨年からさいたま市にゆかりのあるゲス
トの方を迎えることにしました。一回目のゲスト
は大宮区出身のダイアモンドユカイさんでした。
今年も、凄いゲストの方に参加してもらおうと
思っています。
さいたま夢ＫＡＮＡ音楽祭、今年は１１月１２
日日曜日に、さいたま市民会館大宮で行います。
皆さんにもぜひ協賛をお願いできれば幸いです。

ご清聴ありがとうございました。タケカワユキ
ヒデでした。

写真等資料は、当日スクリーンでみせていただ
いたものです。

タケカワユキヒデ 様 (右）と企画していただいた
藤嶋剛史会員(
藤嶋剛史会員(中央)
中央) 、石丸主憲会員

