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「君が代」「奉仕の理想」

会員出席報告
本 日

また、クラブで役割がなかった時、出席しなくなり、
出席規定を守ることができなかったそうですが、翌年
財団委員長を任されて、ロータリーの魅力を知ること
ができたそうです。
ロータリーの魅力。対等の関係性だと思います。実際
の仕事関係、職場とは違う対等な関係性に身を置ける
場です。そのことを発信していきましょう。
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前々回(7 月 7 日) 欠席 6 名

Make up 2 名

話

映画監督 森岡 利行様
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欠席者：阿部会員､細田会員､今井会員､坂本会員､徳安会員
髙木会員､内藤会員

大羽将裕会員
手首・足首・
首まわり の
ストレッチ
お客様紹介
☆ゲストスピーカー
映画監督 森岡 利行様
☆萩原ひとみ様（川崎中 RC）
☆宮崎 歩様（宮崎会員ご子息）
会員お祝い
お誕生月 おめでとうございます♪
江口
進 会員
神林 久雄 会員
髙木謙太郎 会員

会長のロータリーTime
「８月 ロータリーの特別月間
会員増強・新クラブ結成推進月間です。」
ロータリーの会員数は、１９９６年を頭に減少してき
ました。大切なことは、誘ってあげることです。
ロンバートン会長（2013～2014 国際ロータリー会長）
はローターアクトを退会するときロータリーに誘われ
なかったそうです。

本日は、川崎中原ロータリークラブの上野会員の
ご紹介でお呼びいただきました。
映画監督としての自分にとって、仕事とは「人を楽
しませる」ことに尽きると考えています。
本年 10 月「向田理髪店」の封切に漕ぎつけることに
なりました。主役の高橋克実さんとは 30 年ぶりの共演
となります。高橋さんとはもともと倉本聡先生との縁
で知り合いました。倉本先生の脚本を写経したのが
今の自分の財産となっております。
監督デビュー作は、今から 15 年前の「子猫の涙（
主演：武田真治）」ですが、主役のモデルとしたのは
叔父でメキシコ五輪銅メダリスト、プロボクサーで
あった森岡栄治です。
映画でも表現したとおり破天荒な生涯を送りました
が、私の現在があるのはこの叔父のおかげです。
子供の頃勉強が苦手、漫画を描くことだけが得意、
進学できる高校がありませんでしたが、叔父の伝手で
何とか進学しました。
高校でも勉強は苦手でしたが、学校と叔父からは、
代わりにクラブ活動をがんばるよう命じられ、剣道部
で汗を流し、大会を制しました。勉強は大目に見て
もらいました。
高校在学中から映画の世界に進みたかったのですが
父が猛反対、大学在学中に映画のエキストラのバイト

をしていたところ、東京の俳優養成所からスカウトが
ありました。
その養成所はブラック体質、実際は工員をさせられ
ましたが、ここで肉体労働をしたおかげで、その後、
仕事を完遂する根性・体力が身につきました。
前述のとおり、映画についての専門的な勉強はして
おりませんでしたが、映画鑑賞の都度もらってきた
パンフレットを熟読することで脚本制作のための独学
となりました。
結局、映画の世界ではまず、脚本家としてデビュー
しましたが、勉強ができなくとも、与えられた世界で
好きなことを見つければ、人生何とかなるものです。
さて、映画俳優の「俳」は「人に非ず」を、「優」
は「優しさ」を表しています。人に非ざる技術をもっ
て人を楽しませ、怖がらせ、感動を与える仕事です。
私は脚本家として、監督として、一貫して「人を
楽しませる」ことを考えて働いてきたので「向田理髪
店」上映を前にして、今はとても充実しています。

◆「みんなニコニコ」
森岡様、本日はようこそお越し下さいました。
本日の卓話よろしくお願い致します。
市川功一会員・江口 進会員・宮崎玲児会員
神林久雄会員
ニコニコボックス

本日

11,000 円

累計

41,000 円

記念日ニコニコ

本日

10,000 円

累計

10,000 円

会長報告

神谷

直 会長（８月１８日）

１．川崎中 RC より、創立 50 周年記念式典の招待状
を頂戴しております。会長・幹事あて
日時：2022 年 10 月 18 日(火)
式典 15：00 点鐘 祝宴 17：00～
会場：ホテル精養軒
２．第２回第 2 グループ会長・幹事会開催のご案内。
日時：2022 年 9 月 7 日(水) 18：00～
場所：HOTEL ARU ＫＳＰ

幹事報告

内藤 松雄 幹事（８月１８日）

１． 地区からの来信
①オンラインＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ研究
会）パートⅠ 開催のご案内。
日時：2022 年 9 月 4 日(日) 8：30-17：00
場所：Zoom オンライン
※参加ご希望の方は幹事まで 申込締切：8 月 26 日
②クラブ米山記念奨学委員長会議開催のご案内。
日時：2022 年 9 月 6 日(火) 15：00-17：00
場所：メモワールプラザソシア 21
※米山担当の上野会員がご出席予定です。

ニコニコ報告
◆川崎中 RC 萩原ひとみ様
いつもお世話になっております。
本日は森岡様の卓話と知り、是非お聴きしたく出席
させて頂きます！
◆神谷 直会長・内藤松雄幹事
森岡様、本日はお足元の悪い中ありがとうございま
す。卓話、楽しみにしております。
◆小林正樹会員
①過日は、皆様に大変ご心配をおかけしご迷惑をお掛
けしました。もう元気になりましたので、またハリ
キッテ頑張ります。
②上野様、昨日は有難うございました。
いつもお世話になります。
森岡監督様、本日のお話し楽しみにしておりました。
◆SAA 一同
森岡様、本日の卓話楽しみにしております。
暑い日が続いていますが、熱中症に気をつけ元気に
この夏を乗り切って大きく事業の拡大と増強をして
いきましょう。
◆親睦委員会一同
森岡様、本日はお忙しい中お越しいただき誠に有難
うございます。
会員皆様におかれましては、不安定な陽気が続く中、
お体には十分ご自愛ください。

③米山奨学生夏季研修旅行（日帰りバス旅行：
米山梅吉記念館 ＆ メロン狩り）開催。
日時：2022 年 9 月 11 日(日) 7：50 横浜ロイヤ
ルパークホテル 1 階 ホテル入口 集合
※ビルグーン君、参加予定。
④広報誌ハイライトよねやまが届きました。回覧
２．他クラブ例会臨時変更
●川崎ﾏﾘｰﾝ RC 8 月 11 日･18 日(木) 休会
●川崎中央 RC 8 月 15 日･29 日(月) 休会
●川崎西 RC
8 月 19 日･26 日(金) 例会中止
●川崎高津 RC 8 月 25 日(木) 点鐘 18：00
納涼家族会を 通常夜間例会に変更
●川崎麻生 RC 8 月 26 日(金) 例会中止
クラブ協議会のみ開催
３．2022-23 年度活動計画書 回覧
川崎南 RC、川崎鷺沼 RC、川崎宮前 RC
４．他クラブ会報の回覧 川崎宮前 RC

例会情報
８月１８日(木) 早朝例会 点鐘 7：15
阿部 央会員 入会卓話
９月 １日(木) 点鐘 12：30
ガバナー補佐をお迎えしてクラブ協議会
例会前：ガバナー補佐と会長・幹事の打合せ
例会後：理事会開催

９月２２日(木) 点鐘 12：30
ガバナー公式訪問
※昼例会に変更になっておりますのでご注意下さい

