
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 1510回 （本年度第 5回）例会 

令和 3年 9月 2日（木） ZOOM併用例会 
 

点  鐘  宮崎 玲児 会 長 

司  会   小林 正樹 会場監督 

斉  唱 「君が代」「奉仕の理想」 
 

会員出席報告  

 
欠席者：市川会員、菅野会員、河西会員、坂本会員、坂口会員、髙木会員、 
     

お客様紹介    

☆小川 湧三様 
（川崎鷺沼 RC） 

 
☆米山奨学生  
エンクトルビルグーン様 

 
米山奨学金贈呈   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員お祝い おめでとうございます♪ 

小泉 正博 会員 ・小林 正樹 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
入会卓話 上野 境介 会員  
映画プロデュー

サーという、我々が

あまり接すること

のない職業人であ

る上野会員の入会

卓話がありました。

私たちは観客とし

て映画を見ること

はあっても、その裏側については全く知ることのな

い話だったので、当会会員はみんな楽しみにしてい

ました。 

まずは上野会員の生い立ちから話が始まりました。 

大阪出身、ご両親は伊丹空港で勤務されていたそう

です。学生時代に、なんと３０００本以上の映画を見

たそうです。その後、卒業して社会人になりコンビニ

などを経験したのですが、映画がやりたくて仕方な

くて体調を崩すほどだったそうです。それを見かね

たお父様が、東京の映画学校で学ぶことができたそ

うです。その後、恩師や知人の巡りあわせで起業した

り就職したりという経験を経て、ご自身で起業に至

りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「少林少女」が当たったら「少林老女」をつくる、 

「３丁目の夕日」が当たったら「２丁目の朝日」をつ

くる、などご自身でも「これって映画作りなのか？」

と疑問に思うような所で経験もされたそうです。確

かに海外を含めてよく似たタイトルの映画は見かけ

ますね。 

また日本の映画の作り方とアメリカを始め諸外国

の映画の作り方は随分と違い、そのためプロデュー

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２４名 １６名 ８名 ７２.７３％ 

前々回(8 月 5 日) 欠席 9 名 Make up 0 名 ７３.９１％ 
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 川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 第１木曜日 PM12:30～ 第３木曜日 AM7:15～ TEL:044-711-8855 
 

 

 

会長・宮崎 玲児  幹事・江口 進 会場監督・小林 正樹 会報委員長・神谷 直  

事務所・〒211-0063 川崎市中原区小杉町 3-70-4 ホーユウパレス武蔵小杉 104 
TEL.044-722-7282 FAX.044-722-0066 E-mail:info@nakahara-rc.com 

 

『奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために』 Serve to Change Lives 

ＲＩ会長 シェカール・メータ 第２５９０地区ガバナー 小倉 正 

井元雄一会員ワンポイントエクササイズ 
 
「肩と股関節を動かすｴｸｻｻｲｽﾞ」 



サーの役割も違うそうで

す。日本のやり方だと、多

くの出資者の希望を取り入

れるため、調整が必要なん

だそうです。上野会員は海

外の作り方の方が良いと教

えてくださいました。ちな

みにご自身の経営する株式

会社キャンターという名称

について、お子様のお名前がかんたさんとおっしゃ

るので、そこから社名を決めたそうです。お子様と

同じく会社も大きく成長されていくことを祈念いた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブ例会は、ＺＯＯＭも使用してハイブリッド

形式で開催しています。本日も多くの会員の方が

ZOOMで参加して下さいました。出張先への移動中に

も関わらず上野会員の入会卓話を聞くことができた

会員もいましたし、例会場に来られなくても参加で

きる形態は、コロナ禍においてはとても有意義な取

り組みだと思います。ぜひご活用ください。 

 
ニコニコ報告      

◆川崎鷺沼 RC小川 湧三様 
 お世話になります。  
◆宮崎玲児会長・江口 進幹事 
川崎鷺沼 RC の小川様、ビルグーンさん本日はよう
こそおいで頂きました。 
上野会員、本日の卓話宜しくお願い致します。  

◆小林正樹会員 
 上野さん、本日の入会卓話楽しみにしておりました。

気楽にのんびり行きましょう。  
◆都倉八重子会員 
 オリンピック・パラリンピックで表彰式に贈呈する

「ビクトリーブーケ」を競技会場で最終チェックを
し、トレーに並べて送り出す重要な任務が終了し、や
っと心に余裕が出来ました。観戦は出来ませんでし
たが、各会場で雰囲気だけは感じる事が出来ました
し、タウンニュース宮前区版に掲載されたり、テレビ
出演の依頼が来たり、とても貴重な体験をすること
ができました。  

◆SAA一同 
雨とはいえこの涼しさに癒されますネ。 
上野会員お待たせしました。 入会卓話楽しみにして
おりました。  

◆親睦委員会一同 
久しぶりの雨の例会ご苦労様です。  

◆「みんなニコニコ」 

Mr.SUZUKI会員・小泉 正博会員・江口 進会員 

神林 久雄会員・藤村 伸一会員 

 
会長報告 宮崎 玲児 会長（９月１６日） 
 
１．第 2回 第 2グループ会長・幹事会の報告 
  2021年 9月 14日(火) 16：00～ ZOOM   
２．次回例会は１０月７日(木)点鐘 12：30  

ガバナー公式訪問です。 
  会長、幹事、親睦委員長内藤様、SAA小林様は、 

10：40までに集合 
  クラブ奉仕委員長小泉様、次期会長（会員増強担当） 
  神谷様は、11：30までに集合願います。 
 
幹事報告 江口 進 幹事（９月１６日）  
１．地区からの来信 

①Ｒ財団セミナー開催のご案内。 
 日時：2021 年 10 月 8 日（金）15：00～17：30  
 場所：ＺＯＯＭ ※宮崎会長ご出席予定 
②米山カウンセラー研修会のご案内。 
 日時：2021 年 10 月 5 日(火) 15：00-17：00  
場所：ZOOM または 会場：ホテルプラム  

 ※市川カウンセラー出席予定   
２．緊急事態宣言延長による休会のご連絡  

●川崎中央 RC 9 月 13 日･20 日･27 日(月)  
●川崎とどろき RC 9 月 13 日･20 日･27 日(月)  
●横浜南央 RC 9 月 14 日(火)        
●川崎宮前 RC 9 月 14 日･21 日･28 日(火)   
●川崎百合丘 RC 9 月 14 日･21 日･28 日(火)  
●川崎大師 RC 9 月 15 日･22 日･29 日(水)  
●川崎北 RC 9 月 15 日･22 日･29 日(水)   
●川崎鷺沼 RC 9 月 15 日･22 日･29 日(水)  
●川崎 RC 9 月 16 日･23 日･30 日(木)  
●川崎高津 RC 9 月 16 日･23 日･30 日(木)   
●川崎幸 RC 9 月 17 日･24 日(金)    
●川崎西 RC 9 月 17 日･24 日(金)    
●川崎麻生 RC 9 月 17 日･24 日(金)    
●川崎西北 RC 9 月 30 日(木)   

ニコニコボックス 本日 13,000 円 累計 66,000 円 

記念日ニコニコ 本日 15,000 円 累計 25,000 円 

宮崎会長 労務管理ワンポイント 
通勤災害について 
通勤時の災害は通勤災害として労災の給付を受
けることができますが、会社に申告している経路
と違う経路で通勤中の災害はどうなるか？ 
という質問を受けることがあります。 
結論は、一般常識で考えて合理的な方法で通勤し
ていれば会社に申告した経路とは違っても通勤
災害は認定されます。  
では、会社の帰りに私的な飲み会があり、その帰
り酔って転んだ場合はどうなるか？ 
これは通勤経路から逸脱したことになり、通勤災
害にはなりません。 
私的に寄り道した場合は通勤災害にはならない
のでご注意ください。 

例会情報   
１０月７日(木) 点鐘 12：30 
 ガバナー公式訪問 卓話：小倉 正ガバナー   
１０月２１日(木) 点鐘 7：15  
 卓話：米山奨学生 エンクトル・ビルグーン様 


