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こころの中を見つめよう　博愛を広げるために
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国際ロータリー会長
カルヤン・バネルジー

欠席者　石井（良）君、鈴木（郁）君、鈴木（正二）君、
　　　　諏訪部（敏）君、花房君、渡辺（雅）君、渡辺（芳）君

出席報告

司 会 瀬川幸信君

会長挨拶 　会長　矢岸克行君

出席総数
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広重版画より　三島　朝霧

第1924回例会 2012.3.15晴

　皆様、こんにちは。
　いよいよまわりの景色も春めいてまいり各地区で早
咲きの「サクラ」のたよりも聞こえてまいりました。本格
的な春ももうすぐそこです。
　さて、私達のクラブでは台湾苗栗ロータリークラブへ
の公式訪問を控えていますが、今年は20名の皆様が参加
して下さいます。どうか友好を深め楽しい出会いになる
事を期待しております。又、来月の40周年の記念式典に
向かい、実行委員会の皆様も急ピッチで準備をしており、
きっと立派な記念式典になると確信しており、当日が楽
しみとなるところです。
　ところで、世間に目を移すと少し気になることがテレ
ビニュース等で報じられています。それは相次ぐ孤独死
です。死後何日かたって発見されるという非情な死に方
です。とかく最近は他人の事には出来るだけ干渉せず、
町内会も地域も関係ないような事を言う人達が増えて
おり残念でなりません。いつ頃からこんな世の中になっ
てしまったのかなと思います。ひとりひとりがもう少し
手をたずさえて生きていける世の中を作りたいものです。
　

幹事報告 幹事　森崎祐治君

①障がい者就労支援へのご寄付のお礼とご報告
　40周年記念事業の一環で三島市へ寄付をいたしまし
　たが三島市長及び三島市社会福祉協議会長の連名で
　当クラブに感謝状が届きましたのでご報告いたします。
②３月22日例会について
　次回例会は、既にご案内のように箱根での例会です
　のでお間違いないようお願いいたします。40名の参
　加予定です。
③インターネットによるメークアップについて
　現在10ドル以上の寄付がないとメークアップができ
　なくなっていますのでご承知ください。
③次年度ガバナーノミニーについて
　静岡第６分区浜松北ロータリークラブの岡本八一氏
　に決定した旨通知がありましたのでお知らせいたし
　ます。再来年の地区大会等は浜松になります。

〈承認事項〉
①2010～2011年度、事業計画、プログラム、予算、委員会
　構成�  
②８月５日の親睦家族例会の会費　会員は無償�  
　会員以外の大人　￥5000－　子供　￥2500－�  
③名誉会員の承認　　
　白井　富美雄さん　仲田　伊左夫さん�  
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“こんにちは、ようこそ”

山本泰平さん（千葉君のゲスト）
中山章一君（三島ＲＣ）

ゲスト
ビジター

国 歌 斉 唱 四つのテスト

ﾛ ｰ ﾀ ﾘ ｰ ｿ ﾝ ｸ ﾞ ｢日も風も星も」
指揮　柴崎恵子君

国歌斉唱 四つのテスト



例会　その先の親睦

（週報担当：田熊幸代）

野田君
澤村君
原君、石井（彰）君、千葉君、
遠藤（正）君、米山君、
石川君、柳田君
小野君、野田君

おめでとう

会員誕生日
入会記念日
奥様誕生日

結婚記念日

入会おめでとう

という目的で、沼津市や沼津商工会議所の協力のもと約
3年前に設立されました。
　ロケの誘致は、ロケ隊が食事・宿泊等で使う直接的な
経済効果に加え、作品が地元を宣伝し観光客が増える等
間接的な経済効果も創出します。地元経済を潤すととも
に賑わいを演出し、地域の活性化が図られるというわけ
です。
　今回は4月28日から全国ロードショーされる映画「わ
が母の記」をケースにロケ支援の事例を簡単に紹介した
いと思います。
　まず作品概要ですが、原作は地元の生んだ文豪井上靖
氏、脚本・監督は井上氏の沼津東高の後輩でもある原田
眞人氏（「クライマーズ・ハイ」等）、出演は役所広司、樹木
希林、宮﨑あおい等わが国を代表する俳優陣を揃え、ロ
ケ地として湯ヶ島、天城、川奈、御殿場、沼津等が使われ
るなど地元ゆかりの映画となっています。
　原田監督が地元で開催した脚本塾に井上靖氏の作品
を取り上げたことが映画化のきっかけとなり、一昨年松
竹での映画化が決定。同年秋には風景シーンの撮影を開
始し、昨年2月3日に滑沢渓谷でクランク・イン、各地での
撮影後3月10日に沼津市内でクランク・アップ。その後モ
ントリオール世界映画祭で審査員特別グランプリを受
賞するなど世界的にも注目を浴びています。
　その間、ハリプロでは地元自治体等を巻き込んだ「映
画『わが母の記』を支援する会」を立ち上げ、数々のサポ
ート活動を行いました。
①撮影前ロケ地の清掃活動…地元の美しい風景を映像
　に残すため伊豆と沼津で開催。
②撮影中の炊き出し活動…地元有志により「伊豆猪鍋」「イ
　ズシカシチュー」「駿河湾の甘エビ汁」「伊勢海老汁」等
　計９回提供。
③子役の公募・オーディション…167名の応募者の中か
　ら主人公役等２名の出演決定。
④撮影現場見学会…マスコミ向けに開催。
⑤エキストラ募集活動…FC伊豆、ハリプロの連携により
　延べ49名が出演。
⑥公式サイト運営…2011年3月オープン。　　　　　　
　http://wagahaha-shien.com/
⑦ロケマップ作成…観光、集客用に活用予定。
　地元の約2週間のロケでの直接的経済効果は約6百万
円でしたが、今後見込まれる間接的経済効果は映画公開
並びに映画のヒットにより何十倍、何百倍にも拡がるこ
とでしょう。
　ハリプロ設立後、地元の優位性（豊かな自然、東京から
の距離、バラエティに富む産業等）により、ロケ支援件数
は昨年度の34件から本年度は40件超が見込まれるなど
順調に増加しています。今後も地道な活動を続け、地域
活性化の一翼を担っていければと思っています。

社会奉仕委員会

ポール・ハリス・フェロー表彰

瀬川幸信君

室伏勝宏君

米山功労者表彰

◆千葉君、本日の卓話です。皆様がねむくならない様に、
ゲストをお招きしてあります。宜しくお願いします。
◆藤江君、昨日、一般質問させて頂きました。傍聴に20人
程来て頂きました。ありがとうございました。
◆石井（彰）君、長い間、例会休みました。すみません。
◆伊丹君、今日は学校給食契約によるプレゼンテーショ
ンの為早退致します。又、松韻の玄関改修工事が明日
完成となります。皆様に素敵な時間を提供できる様頑
張っていま～す。

◆米山君、先週の例会日にコートをお間違えになられた
方はいらっしゃいませんか？私のコートは黒のカシ
ミヤで確かネームが入っていると思います。

◆Ｅテーブル代表橋本君、２月23日、Ｅテーブル会を実
行しました。美味しいものを食べ、にぎやかに行われ
ました。

◆窪田君、３月13日～14日にかけ福井県越前市へ木材展
示会に行ってきました。いい出会いがありとてもよか
ったです。

年次総会
2012～2013年度
三島西ロータリークラブ理事候補者承認
会長理事　　　　渡辺　雅晃　（前年度に決定済み）
副会長理事　　　野田　和秀
幹事理事　　　　黒田　　一
会計理事　　　　野口　　博
直前会長理事　　矢岸　克行
理　事　　　　　千葉　慎二
理　事　　　　　前田　房江
理　事　　　　　鈴木　正二
理　事　　　　　柴崎　恵子
理　事　　　　　亥角　裕巳
理　事　　　　　古川　喜仁

ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ
ロータリー107周年を祝う

理事会

委員会報告

三島西ロータリークラブ創立40周年
記念事業の報告

記念事業委員会　　　　　　　　委員長　栗田正司君

一、東日本大震災への義援金　　　　　　　　100万円
　　（前年度すでに送金済）
一、三島市、清水町に各20万円贈呈　　　　　　40万円
　　（2月3日に三島市、2月6日清水町を訪問し、三島市長、
　　三島市社会福祉協議会会長、清水町長に寄附金を贈
　　呈する。矢岸会長、関本実行委員長、栗田記念事業委
　　員長、原、瀬川、藤江会員訪問）
　　三島市においては、障害者就労支援の一環としてカ
　　フェ（ジャンプ）の整備費に助成する。
一、ロータリー財団へ基金贈呈　　　　　　　　10万円
　　（近日中に送金）
一、（財）ロータリー米山記念奨学会へ基金贈呈　10万円
　　（近日中に送金）
一、（財）米山記念館へ基金贈呈　　　　　　　　10万円
　　（近日中に送金）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　170万円

これまでロータリーは、最優先項目であるポリオ撲滅
に向けて、大きく前進してきました。それを証明する例
として、かつてポリオ感染の中心地であったインドでは、
今年1月の時点で、1年間ポリオ無発生という快挙が成
し遂げられました。 
また、ロータリーはこれまで、ビル・アンド・メリンダ・
ゲイツ財団から寄せられた3億5,500万ドルの補助金に
応えるために、2億ドルの募金チャレンジに取り組んで
いましたが、今年1月、とうとう目標額に到達しました。
ゲイツ財団は、ロータリーの達成を称え、さらに5,000
万ドルを寄付しました。これら総額6億500万ドルの資
金は、ポリオ常在国での予防接種活動の支援に充てら
れます。
ロータリーの創立記念日である2月23日の週、世界中の
有名建造物に、ポリオ撲滅のメッセージ「END POLIO NOW」
が投射されました。

〈協議事項〉
①３月22日例会について（幹事報告参照）� 
②三島青年会議所からの講演会への後援依頼について� 
  （幹事報告参照） 
③各種寄付依頼について� 
  比国バギオ育英会からの寄付依頼について� 
 　（幹事報告参照）
　山梨ダルクからの寄付依頼について� 
　今回は見送ることとした。� 
④３月24日苗栗ＲＣ41周年記念式典について�   
  参加者は会員、家族等合わせて19名の予定。�   
⑤その他�   
　会長、幹事の様々な費用負担については次年度配慮し
　た予算を考えることとした。�   
　苗栗ＲＣとの交流の事業負担の軽減について検討す
　べきとの意見が出され本年度内に検討の場を設ける
　こととした。�   
３月の日程�
①１日（木）�通常例会　卓話　伊丹秀之君�  
②８日（木）�夜間親睦例会�  
③15日（木）�通常例会　卓話　千葉愼二君�  
④18日（日）　ＰＥＴＳ（甲府）�   
⑤22日（木）�例会時間場所変更
　　　　　（箱根　興福寺墓参　例会：芦ノ湖ＣＣ）�  
⑥29日（木）�特別休会
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卓　話

ロケ支援でまちおこし！
～映画『わが母の記』を通じて
㈱メモリア倶楽部　山本泰平さん

　私が所属している'ハリプロ映像協会'（以下、ハリプ
ロ）は、「静岡県東部地域（以下、地元）に映画やドラマな
どの撮影を誘致し、地域の人々やまちを元気にしよう！」
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