
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

本日の卓話  浄土宗大本山清浄華院の御忌大会の説明 

木村 良成会員 

 

第 1257・1258 回 2021 年 8 月 18 日・25 日例会報告  Vol29-5 

西村美智子会長 

8 月 5 日に公示致しましたオンライン参加型会員 入会候補

者の今本義子様につきましては、その後異議なく入会と決定

いたしました。9月 1日に入会式を行います。 

神保会員より、ロータリ財団ポリオプラス基金にご寄付頂き

ました。ありがとうございます。 

ロータリー財団ニコニコを本日から開始致します。少額でも

受付ますので受付にあります所定の用紙にご記入の上お申込

み下さい。 

＜ロータリー財団ニコニコの経緯の説明＞ 

従来より、当クラブの各会員の出捐額は地区で定めた目標額

に達していないものの、寄付という性質上、強制するもので

はないため、差額部分は会員から徴収せず、ごく少人数の有

志による補填が行われてきました。本年度においては、ロー

タリー財団ニコニコを創設し、より幅広い有志から寄付を募

りたいと考えております。年次基金、ポリオプラス、恒久基

金、平和フェローシップの 4類型ごとに目標額が設定されて

おりますので、各類型の趣旨や不足額もご勘案のうえ、可能

な範囲で寄付をお願いできたらと思います。 
 
海江田健司幹事 

1．次週 8月 25日はオンライン例会です。是非ご参加くださ。 

2．親子はねやすめへのご協力ありがとうございました。 

＜地区関係行事＞ 8 月 20 日（金）職業奉仕のワークショッ

プに、西村会長、八木会員、牛島会員、土居会員、山下会員、

中野会員、角田会員、高山会員、木宮会員の 9名が参加しま

す。当日まで登録可能ですので、参加の方は事務局までお申

し込みください。 
 
前年度皆出席者に認定書の贈呈 牛島 聡出席委員長 

土居岩生会員 24年、青木隆幸会員 11年、山下憲男会員 3年

西村美智子会長 3年、木村良成会員 3年、高山 肇会員 1年 

木宮雅徳会員 1年、海江田健司幹事 1年、牛島 聡会員 5年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム 
司会進行             中野 広行会員 
開会点鐘              西村美智子会長 
奉仕の理想（ピアノ演奏のみ） 
ゲスト・ビジター紹介     青木 隆幸会員 
ニコニコ報告           中野 広行会員 
幹事報告            海江田健司幹事 
出席報告             中野 広行会員 
閉会点鐘              西村美智子会長 
 
ゲスト・ビジター  
ゲストスピーカー        本木 克英様 
東京神田 RC           広瀬 元夫様 
牛島会員同行者         秋篠くるみ様 
青木会員同行者         高木 美加様 

〃             泉  玲生様 
〃           紺野 俊裕様 

誕生日祝い 
8/1高山  肇会員 
8/19土居岩生会員 8/19角田 靖会員 
   
ニコニコボックス 
西村会長 
 

青木会員 
 
 
土居会員 
傅  会員 
 
石渡会員 
木村会員 
 
大原会員 
高山会員 
山下会員 
 

本木克英監督、本日はようこそお越
し下さいました。 
秋篠様、本日は遠くからありがとう
ございます。本木監督、本日はあり
がとうございます。 
広瀬さん、いらっしゃいませ。 
ソムリエの機関誌に掲載されまし
た。お目通し下されば幸いです。 
広瀬さんようこそ！ 
「ロータリーの友」友愛の広場に掲
載されました。 
卓話楽しみにしています。 
本木様、お話を楽しみにしています。 
本日の卓話、大変楽しみです！！ 

計 16,000円 累計 132,146円 

出席報告                  
会員数 37名 ゲスト 5名 

出席数 

ZOOM 

17名 

0名 

ビジター 

 

1名 

 

欠席数 20名 合計 23名 

 

 今後の例会 
9月  8日  
9月 15日 
9 月 22日 
 

(休会 
未定 
(於)ブックハウスカフェ 
「会員卓話」 牛島 聡会員 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

4 年前までは松竹で社員映画監督をしておりまし
た。映画 18作目が「大コメ騒動」です。ドラマもた
くさん撮っており、Amazon プライムで今でも観るこ
とができる川口春奈さん主演の、「しろときいろ」
というハワイにあるパンケーキショップ「エッグス
ン・シングス」を成功させた二代目女性社長を題材
にした連続ドラマで、この写真は撮影準備のために
ハワイに行った時に笠原さんと一緒に撮った写真で
す。 
大コメ騒動 予告編上映 
「1 月 8 日、映画館で笑い初め」と行きたかった

のですが、1 月 8 日、緊急事態宣言発令と同時に公
開になり、資金の回収には至っておりません。10月
に DVDが出ますのでご覧いただきたいと思います。 
笠原さんはこの映画の製作委員会に参加されました。
製作委員会とは、つまりこの映画にご出資頂いたと
いうことです。最近の商業映画は全て製作委員会方
式で作られています。 
超高速！参勤交代 予告編上映 

7 年ぐらい前の「超高速！参勤交代」も製作委員
会方式で松竹以外も出資して頂いております。映画
は出資したら劇場で公開し、資金を回収しなければ
なりません。日本映画で最も強いのはアニメ作品で
す。実写と比べたら桁違いに強いです。その中で珍
しくこの映画は大ヒットしました。この映画は松竹
単独の出資は難しい状況でした。それはなぜかとい
うと、原作がなくオリジナル脚本であること、時代
劇はお金がかかること、時代劇のコメディーが当た
ったことがあまりないと前例のないことばかり揃っ
たため反対が多かったのです。しかし、なんとか苦
労しながらも作った作品です。 
空飛ぶタイヤ 予告編上映 
これが笠原さんと本格的に交流するきっかけにな

った作品で、長瀬智也さんが主演の映画「空飛ぶタ
イヤ」です。池井戸潤さんの小説が原作で、テレビ
ドラマでは描ききれない映画ならではの作品です。
フィクションですが観た人が実際にあった事件では
ないか、大企業の隠蔽をモデルにしているのではな
いかと想像し、クレームがあることが予想され、テ
レビドラマでは難しいだろうということです。この
作品の何が大変かと言うと、事故シーンから始まり
ますが、車やタイヤのメーカーを特定されてはいけ
ません。タイヤの溝 1 本でもメーカーが想定されて
しまうため、CGで加工、修正に時間がかかりました。
この映画も製作委員会方式で作り、これも幸いにも
ヒットました。 
この業界に入ったきっかけは 1987年、早稲田大学

卒業、ある金融機関に内定していましたが、松竹が
17年ぶりに助監督を募集していることを知り、こっ
そり応募し採用が決まりました。10年間、プロデュ
ーサー、助監督を経験し、監督デビュー作から 3 本
目で釣りバカ日誌を撮っております。 
釣りバカ日誌 13 予告編上映 
富山県を舞台に撮影されたものでしたが、富山県

だけで全国興収の 2 割を上げる驚異的なヒットでし
た。富山県は人口約 110万人ですが、約 10億円のう
ちの 2億円を富山県が上げたのです。これにはいろ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

んな理由がありますが、富山県が舞台になることは
あまりなかったということと、富山県のイメージは
暗い日本海の、寒い、垂れ込めた雲から雪がしんし
んと降る、殺人、心中、不倫の果ての悲劇。そんな
イメージの富山が喜劇の舞台になり、大変盛り上が
りました。そして、その後は映画界が富山に注目し、
大きな映画のロケ地として使われるようになりまし
た。例えば「剣岳」や全く富山が舞台ではないもの
でもロケ地として使うようになりました。 
初監督作 てなもんや商社 予告編上映 

1998年に公開された映画です。懇親のデビュー作
です。あらすじは、美大に 7年在学していた女性が、
面接 22 社目でやっと入社した会社が日中貿易の中
小商社。腰掛のつもりでしたが、華僑の上司に徹底
的に仕事を叩き込まれて仕事に目覚めていく成長物
語です。渡辺謙さんが華僑役でした。今ではとても
お願いできません。製作費が吹っ飛ぶぐらいの出演
料になってしまいますから、2 週間で撮った映画で
すが、いろんな苦労があった映画です。松竹の上層
部に観せたところ、「全く面白くない。」と。お蔵
入りの危機を救ってくれたのが岩波ホールの故高野
悦子さんでした。 
高野さんのお父様の実家が富山県黒部市にあり、

そのつながりで富山映画サークルの方が「てなもん
や商社」のビデオを高野さんに送って、「観て下さ
い。」とお願いしてくださいました。ビデオを観た
高野さんから、「これからの映画監督は撮るだけで
はだめ、観せるための努力をしないと。」と助言が
あり、人脈を紹介して頂き、富山県人会の懇親会を
回り、上映会を企画しその収入を松竹に入れてやっ
と公開に至り、監督として生き残ることができまし
た。お蔵入りになると監督生命にも関わります。高
野悦子さんは恩人です。 
大コメ騒動 

10年前ぐらい前から富山を舞台にした次の映画の
依頼がありました。私のデビュー作を応援してくだ
さいました高野さんは、「富山の女性は強く、米騒
動は、お上と戦った最初の女性運動で、富山の映画
を作るなら米騒動にしなさい。」と勧めて下さいま
した。ところが、大コメ騒動の情報がマスコミに流
れると、匿名の電話がかかってきて、「富山の恥だ！
米騒動はお上に楯突いた暴動だ！」と。しかし、賛
否両論ある史実の方が映画にすると面白いのです。
なんとか企画化しようと思い、まずは主演の井上真
央さんに承諾を頂き、プロデューサーの岩城さんが
動き、映画が動きました。しかし、資金集めが大変
でした。出資の一部を笠原さんがいち早く出して下
さり、きっかけを作って下さいました。新型コロナ
のため思うような興行ではありませんでしたが、こ
れからの時代は映画館だけではなく、配信など二次
利用で投資を回収する方法があります。この映画に
関しては監督として責任を持ってやっていきます。 
 今後は 9 月初旬を目標に、新作の映画のクランク
インを目指します。1 年前に撮影に入ろうとして延
期になった作品です。これだけの感染者数で突然何
が起こるか分からない時代ですが、何とか撮り終え
て完成した暁には、是非楽しんでみて頂ければ幸い
です。 

映画「大コメ騒動」ができるまで 
映画監督 本木 克英様 

紹介者 笠原 健太朗 

 
 



第 1258回 2021年 8月 25日 
オンライン例会 

 

 
 
 
 
 
司会進行                中野 広行会員 
開会の挨拶               西村美智子会長 
奉仕の理想             大須賀 かおり 
幹事報告            海江田健司幹事 
委員会報告 
閉会の挨拶           西村美智子会長 
 
海江田健司幹事 
次週９月１日は東京ドームホテルでの例会です。 
11:30 からは理事役員会を開催いたしますので、関
係者の方はご出席下さい。 
 
ポリオ Tシャツの件 補足のご案内 

木宮 雅徳地区国際奉仕副委員長 
10/24ポリオデーに向けて「END POLIO NOW」のロ
ゴ入り T シャツの注文と T シャツを着ての動画撮影
にご協力を頂きたいと思います。9月 18日（土）10
時からと 9 月 23 日 10 時から私の会社で撮影致しま
す。密にならないように１人 15分ぐらいで撮影しま
す。決まっているのは 23日若林ガバナーと嶋村ガバ
ナーエレクト、麹町 RC より 3～4 名です。お茶の水
からｋ協力頂けると思っております。撮影人数は 30
人で現在 20 人決まっています。2580 地区 Web と
YouTubeで配信予定です。Tシャツの購入、撮影にご
協力頂ける方は木宮または事務局までご連絡下さい。 
 
8月 20日 ワークショップ報告 山下 憲男会員 
1.京都人にとっての戦前は応仁の乱であるとのこと。
京都では先祖代々応仁の乱が言い伝えられているの
は歴史を言い伝える継続性の DNAと感じました。 
また、東京の方と京都の人間は ちょっと…というと
ころがあることについて。京都の DNA はお上に抵抗
してきた歴史であり、天皇陛下、皇族の方々は京都
には平安京の時代からずっとおられる。一方、政治
をする人たちはころころ変わる。 それで顔色を見る
のが上手で、よく京都の人は口と腹が違うといわれ
ますが、口と腹と違うのを読み取る能力のあるのが
本当の京都人であるとのこと。 
2.京都人の一見の客お断りについては。京都人は自
分の巣を持っているが人にはあまり紹介しない。ご
招待で有名なお店に行かれると結構安いと思 われ
るかもしれないが、自分で予約して行くと京都の人
と一緒に行ったときの料理と全然違う。値段も高い。
京都人は大体 3 回ぐらいは常連の方に付いて行く。
そして１０回以上通って初めて、 最初に紹介しても
らったレベルで対応してもらえる。それが京都の一
見さんお断りの原点です。 究極のおもてなしであり、
お客さんに １００%満足してもらうためには、紹介
の方から声 をかけてほしい、そうでないなら来ても
らわなくても結構ですよという意味とのこと。 
3.京都の本当の経済人は本社を東京には移さない。
ワコール、島津製作所、堀場製作所、京セラ、オム
ロン然り、個性豊かな経営者が多いが必ずしも京都
出身者ではない。特に感銘を受けたのは鹿児島出身
の京セラの稲森和夫さんで盛和塾の事務局を担当し
た時期があった。常に「動機善なりや」「私心なか
りしか」ということを自問自答して、自分の動機の
善悪を判断することで仕事を進めていくうえで大切
なことを実感した。これはロータリーの精神にも通
じることで奉仕の理念の根底をなすものと思います。 
 

 
 
 
タイロータリー米山学友会について 

 
タイロータリー米山学友会会長 

 テイシャシャイニラン ワシン様 
 
タイ国籍の米山奨学生がタイに帰国

して集まって学友会で 2012 年に設立、2021 年 2 月
現在 78名在籍しています。奉仕活動を中心に活動し
ています。 

2020 年 10 月にチェンマイ県中心部から車で 5 時
間離れている貧困村の小学生から高校生が生活する
ヒウアイナムカアウ教会学生寮へ、タイ学友たちが
集めた古着、防寒着、古い PCは学生寮に送り、量販
店で食材、薬、日用品、文房具などをい購入し持っ
て行きました。 
 2020年 3月、タイ国内において新型コロナウイル
スの感染が拡大していることから、タイ米山学友会
では募金活動を開始。会員からの寄付金と学友会か
らの資金を合わせた 50,000 バーツ（約 16 万 6 千
円相当）をタマサート大学病院へ送り、医療機器購
入費に充ててもらうこととしました。 
 2019 年 11 月、観光客に大人気なパタヤビーチの
クリーニング活動を行いました。 
 2019 年 6 月、相模原中 RC の「空飛ぶシューズ計
画」に協力しました。相模原中 RCから約 200則の靴
と学友会会員と家族から集めた 12,396 バーツの募
金で食料品などを区乳し、ラジャブリー県にあるカ
レン民族のこどもたちが通っている学校に寄付しま
した。 
 
コンケン県バーンノーントンラーング・ノーン
パイガーム小学校 支援活動の報告 

  
タイロータリー米山学友会 

カムピラー アイラダー様 
 
私は 2年前にタイに帰国し、村の中に

ある両親の雑貨店を手伝っていますが、
ある日、小学生たちがボロボロのマスクをかけて学
校に通っているのを見ました。それを見て何かでき
ることはないか、でも、自分の力だけでは足りない
と思っていたところに良いタイミングでワシンさん
から連絡がありました。子供たちへの支援を相談し
ました。今回はタイ米山学友会と日本のロータアン
の方々からの支援金、支援品のマスクなど誠にあり
がとうございます。 
 コロナ禍におけるコンケン県バーンノーントンラ
ーング・ノーンパイガーム小学校支援活動の報告 
幼稚園から小学 6年まで 81人在籍。 
村民の収入が少なく、生活が困窮している。生活の
ためバンコクに働きに行っていたがコロナ感染拡大
によりバンコクがロックダウンし、仕事を失った村
民が多い。川魚を獲って、山のキノコやタケノコで
調理しているが毎日十分な栄養を摂るのが難しい。 
生徒 81人に支援物資セットを渡しました。 
内容は、食材（乾燥食品、缶詰）、日用品（マス

クとアルコールジェル）、家庭医薬品です。 
予算は、タイ学友会から約 7 万円、日本のロータ

リークラブ、ロータリアン個人からのご支援、計 5
万円です。 
 新型コロナウィルス感染拡大のため、生徒はオン
ライン授業を受けていますが、生徒が登校する日に 
支援物資セットを渡しました。 

初！タイからオンライン卓話 


