
（敬称略）

◇ジョージ☆池添 様をお迎えして

藍畑、愛須、後藤、本田、片井、小山、畔田、

楠本、前田、丸山博、森本、中川、中嶋、岡本、

坂本、武田、竹村、玉置、上原、安井、山本、

吉本

◇ワイは何しようかな？金環日食見ませんでした。

橋本

◇田辺市自治会連協の会長に再選されました。

６期目です。 泉

◇今週のダジャレは少し出来が悪いので、SAAで却

下しました。 佐田

◇スカイツリー・・・ 谷中

◇お花頂きます。 木村

◇本日、宮古島でマグロを釣っております。

３時間で４匹でした。40kg、30kg、20kg、15kgで

した。全て、キハダマグロです。

写真を掲載します。 北村

先染めの絹を用いて、五本程度の経糸で模様を織りな

す織物を「緞子：どんす」といい、とても豪華なこと

で知られています。

この経糸に金箔を用いたモノは金襴どんすとか申しま

す。

決まった季節に限りますが、時折に紀州の山をあるき

ますと珍しい草に出会うことがあります。

今時、紫蘭はどこにでもあるようですが本宮の山では、

柿欄を見ました。近くの山道では二人静かも多く見ら

れます。そんな中、久しぶりに「金襴：きんらん」を

みました。

まだ、山の路は崖崩れで通行不能の場所もありますが、

紀州の山は豊かです。ただ、金襴緞子とは余り関係が

無いようです。絶滅危惧Ⅱ類

■本日のゲストは、アーティストのジョージ☆池添

（いけぞえ）様とマネージャーの中園絵里（なかぞの

えり）様とバンドの南健二（みなみけんじ）様をお

迎えしています。後ほどよろしくお願い致します。

■5月13日(日)に「クラブ会長・幹事会議」が、りんく

うで開催されました。谷峯正美君と、私 会長が出

席して参りました。

当日は出席者の中でも意見が分かれたためクラブ決

議をとらなかったのですが、後日、匿名のロータリ

アンから解決の一部にと、地区への寄付金の申し出

があったそうです。この申し出と大澤年度の予備費

を併せて、全額を和歌山北ＲＣの借金支払に当てる

ことになりました。と、ご報告がありました。
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田辺東ロータリークラブ週報
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" 四つのテスト ”

谷中 順次郎 君

ゲスト

アーティスト ジョージ☆池添 様、マネージャー 中園絵里 様、バンド 南健二 様

会長報告の前に



■例会日時変更

◎海南ＲＣ 5月30日(木)→ 休会

◎海南西ＲＣ 6月21日(木)→ 6月24日(日)

場所：岐阜 華厳寺方面 西国巡り

■回覧

◎ガバナー事務所より「米山寄付4月度迄集計表」

◎「田辺湾クリーン作戦 出欠表」

■連絡

◎６月のロータリーレートは １ドル＝８０円 です。

■会長幹事会

第３９代会長予定者 橋本 隆 君

去る5月16日、次期会長幹事会がホテルハ

ナヨさんで開かれましたのでご報告いた

します。

今回の会議は次期会長幹事、ガバナー補佐廣本喜亮さ

んの顔合わせと次年度公式訪問・クラブ協議会の日程、

次年度I.M.開催について話し合われました。

公式訪問は8月1日、クラブ協議会は、7月18日となりま

したので出席よろしくお願いします。

I.M.については串本クラブが来年の担当となっており

ます。2月開催予定です。

ジョージ☆池添 Vo.＆Piano/作詞・作曲

★ジャンル：

ブギウギ・POPS・ロックンロール他にも様々な楽曲

を我流で表現しまくるブチ抜けジョージワールド!!

★誕生日：７月６日

★出身：和歌山県

★血液型：B

★星座：蟹座

７月６日(Pianoの日)、この世に生を受ける。

ジョージ☆池添が初めてPianoを触ったのは２０歳をす

ぎてからだった。。。

幅広く、ジャンルにとらわれない、異色のアーティス

ト！！

一度見たヤツは、みんなこう言う「こんなVo.&Pianoは

見たことがない！」足で弾くPiano！

Pianoの上に乗りPianoを弾きまくり歌いまくる！

「鳥肌が立ち、度肝を抜かれるぜ、あんた☆」

そんな男が最も好きな言葉は、「みんな同じ命と心」

人間も、動物も、草木も、無駄に殺されたりしている

命を救いたい。全ての命がみんな幸せになれるように。

そんなメッセージが込められた、ソウルフルで劇的な

パフォーマンスと、繊細かつ破天荒なPianoプレイ！

涙ありのバラード、笑顔になれるHAPPYなブギウギサウ

ンド、不良も踊るロックンロールナンバー、

衝撃と感動が表現される楽曲たち。魂で感じ、心に響

いてくる表現力は人並み外れたものがある。

まさにジョージ・ワールドによって魅せられる新しい

時代の「はじまり」。

【ＬＩＶＥ／イベント出演プロフィール】

・2012年10月21日

東京荻窪「ＤＯＣＴＥＲ」にてＬＩＶＥイベント

出演決定！

・2012年6月29日

東京新宿「Cat’s Hall」にてＬＩＶＥイベント

出演決定！

・2012年6月23日/24日

白浜ビーチフットボール大会開催ＬＩＶＥ企画途中。

・2012年5月23日

田辺東ロータリークラブＬＩＶＥゲスト出演。

・2012年5月22日

田辺はまゆうロータリークラブＬＩＶEゲスト出演。

・2012年5月1日

ラジオ・FM TANABE 「おにいやんから」出演

（和歌山）・・・周波数：88.5

【ジョージ☆池添オリジナル曲／「HAPPY SONG」他

のリクエストをFM TANABEにて随時受付中 !!】

・2012年4月25日

ラジオ・FM TANABE 「ロックザロカ」出演（和歌山）

・・・周波数：88.5

・2012年4月25日

ラジオ・和歌山放送「感謝！感激！アカシです。」

出演・・・周波数1233khz

・2012年4月14日

和歌山県・紀南文化会館（大ホール）にて、マキシ

シングル「HAPPY SONG」発売記念・ワンマンコンサー

ト！ 【1200人満員御礼！】

・2012年3月17・18・19日

http://tanabe-east-rc.com/

委員会報告

幹事報告

本日のプログラム



坂本宝石店インストアＬＩＶＥ出演。

（紀伊民報・日高新報に掲載＆和歌山ラジオ生放送）

・2012年3月10日

東京渋谷CYCLONにて、ＬＩＶＥイベント

「PLAY LOUD」出演。

・2012年3月4日

TSUTAYA WAYオーシティ前田辺店と御坊店にてインス

トアＬＩＶE出演。（握手会＆サイン会）

・2012年2月22日

ラジオ・FM TANABE 「ロックザロカ」出演（和歌山）

・・・周波数：88.5

・2012年2月17日

東京ひばりが丘ＬＩＶＥカフェ＆Ｂａｒ「ONE LOVE」

にてＣＤ発売記念パーティーＬＩＶＥ開催。

・2012年2月11日

東京高円寺ＬＩＶＥ Ｂａｒ「ＲＥＥＦ」にてＣＤ発

売記念パーティーＬＩＶＥ開催

・2012年2月7日

「紀伊民報」のクローズアップ記事「この人」に掲

載。

・2012年1月25日

ビクターエンタテインメントよりマキシシングル

『HAPPY SONG』全国発売開始！

（発売：HAPPY MUSIC RECORDS 販売：ビクター

エンタテインメント（株））

・2012年1月8日

「紀伊民報」夕刊にて田辺市長との対談が掲載され

た。（その後も幾つか取材を受け続けている）

・2011年12月31日

和歌山マリーナシティーにて、カウントダウンLIVE

出演！

・2011年12月10日

毎月10日発売の和歌山県雑誌【fuマガジン】(月刊誌)

にて、12月10日発売のfuより、ジョージ☆池添のコ

ラムが連載スタート！

・2011年11月17日

ジョージ☆池添マキシシングル発売記念ワンマン・

LIVE！in西麻布【Sweet Emotion】

150枚限定チケットSOLD OUT！

・2011年11月4日

ネットラジオ『キャプテン和田の劇的メタル』

（11月4日より公開放送開始）にゲスト出演！

エアロスミスのファンクラブ(AF1)スタッフ日本代表

の方が邦楽で初のマネジメントを手がけるアーティ

ストがジョージ☆池添と言うご紹介の元での出演！

・2011年10月29日

氣志團、ジョージ☆池添and more。。

が千葉県でLIV Eに出演！チケットSOLD OUT！

・2011年8月20日

ラジオ・FM TANABE 出演（和歌山）

・・・ 周波数：88.5

【ジョージ☆池添オリジナル曲／「HAPPY SONG」のリ

クエストをFM TANABEにて随時受付中 !!】

・2011年8月19日

ラジオ・FMビーチステーション出演（和歌山）

・・・周波数：76.4

【ジョージ☆池添オリジナル曲／「HAPPY SONG」の

リクエストをFM ビーチステーションにて随時受付

中 !!】

・2011年8月18日

和歌山県の新聞 《 紀伊民報 》 にて、田辺市の副

市長との対談が掲載された。

・2011年8月15日

ラジオ・和歌山放送出演・・・周波数1233khz

・2010年12月21日

FIAT CAFFEのB1階 『FIAT SPACE』 ☆ジョージ・

イケゾエ・ワンマンLIVE☆チケットSOLD OUT！

・2009年10月16日

TV出演（番組名：MUSICzzz）TVチャンネル：千葉テ

レビ

番組内容：8/6（木）渋谷eggmanにて行われたPiano

弾語りLIVEの映像のオンエア

・2009年8月23日

TV出演（番組名：Cheer Up Inides）TVチャンネル：

スカイパーフェクTV275ch

・2009年8月6日

TV番組スカパーの収録LIVEイベントに出演。

In 渋谷エッグマン

（スカパー＆ドコモＦＯＭＡ連動イベント『Cheer

UpInides The LIVE #32＠渋谷エッグマン）

見事なパフォーマンス演奏！！

8月11.12日の「扇ヶ浜の夕べ」に

出演が決定しました♪

演奏風景
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