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◆次回（2020 年 8 月 22 日（土））例会予告◆

中小企業庁管轄 無料経営相談口
神奈川よろず支援拠点の取組紹介
神奈川よろず支援拠点チーフコーディネイター
森 智亮（もり としあき）様

令和 2 年 8 月 1 日（土）
点

鐘：槇

合

唱：「我等の生業」演奏のみ

会

数

46（37）名

本日出席率

87.5％

本日出席数

35（32）名

7／11分修正出席率

86.48％

ゲスト： 中橋

嘉久

様（元松竹撮影監督）

		

武藤

嘉夫

様（卓話同伴者

		

下山

清隆

様（第５G ガバナー補佐 横浜南陵 RC）

鎌倉 RC）

ビジター： 横浜南陵 RC
		

米谷

進一

様（会長）

		

福羅

博行

様（副会長）

		

堀口

好美

様（幹事）

◎今週メークアップへ行った会員
７／ 19 ローターアクトクラブ合同例会（宍戸会員）
７／ 22 横浜南ローターアクトクラブ
		

（青木・松井・宍戸・井原各会員）

７／ 28 ためになる魅力あるロータリーセミナー

ゆあみ

我は海の子

しお

一．我は海の子 白浪の
さわぐいそべの 松原に
煙たなびく とまやこそ
わがなつかしき 住家なれ

あやつ

二．生れて潮に 浴して
浪を子守の 歌と聞き
千里寄せくる 海の気を
吸いてわらべと なりにけり

じょうよ

三．高く鼻つく いその香に
不断の花のかおりあり
なぎさの松に 吹く風を
がく
いみじき楽と 我は聞く

四．丈余のろかい 操りて
行手定めぬ 浪まくら
ももひろちひろ
百尋千尋 海の底
遊びなれたる 庭広し

《合唱歌詞》演奏のみ

員

俊徳  会   長

		

（宮田会員）

７／ 28 横浜瀬谷ロータリークラブ
		

（水谷・鈴木康昭・宮田・岸各会員）

≪会長報告≫

槇

俊徳

会長

１．本日例会後、故 塚本 満会員の新盆に、三役と、水
谷会員で、お参りしてまいります。
２．７月 30 日（木）、地区からいただきましたフェイスシー
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ルド 120 セットを、南区の私立保育園に寄付するた
め、青木幹事、島 国際奉仕委員長と私で、南区役所

≪卓話≫
松竹大船撮影所物語

にお届けいたしました。

元松竹撮影監督

中橋

嘉久

様

３．７月 28 日（火）ソシア 21 にて、2020-21 年度「ため
になる魅力ロータリーセミナー」が開催されました。
宮田地区増強委員長に出席いただきました。
４．ロータリー財団より髙橋会員にポールハリスフェ
ローの感謝状とバッチが届いております。ご協力あ
りがとうございます。

≪幹事報告≫

青木

理

幹事

１．本日例会前 11 時より、会員増強委員会が開催され
ました。ご出席いただきましたみなさまありがとう
ございました。

鎌倉市大船に撮影所があったのをご存知でしたか。

２．本日の例会後、10 階にて、第 2 回理事会が開催され

1936 年から 2000 年まで 64 年間映画を制作する松竹大

ます。ご出席いただきます理事・役員の皆様宜しく

船撮影所があったのです。
「東京物語」
「君の名は」
「二十四

お願いいたします。

の瞳」
「砂の器」そして渥美清さんの「男はつらいよ」

３．他クラブより例会変更のご案内が届いております。
詳細は事務局までお願いします。

「本番ヨーイ

スタート」監督の掛け声でキャメラのス

イッチが入り、助監督から「カチーン」とカチンコを叩

≪委員会報告≫
・ロータリー財団委員会

シリーズ 48 作品等を制作した撮影所があったのです。

き俳優さんの演技が始まります。キャメラマンは俳優さ

萩生田

義久

委員長

萩生田義久会員よりご寄付頂きました。

んの演技をレンズを通してフィルムに収めます。他のス
タッフも緊張して見守る中「カーット」と監督の大きな
声がスタジオ内に響きわたります。そしてキャメラマン
に無言で「どうでしたか」と問いかけ「コクン」とキャ

・米山記念奨学委員会

髙橋

髙橋常男会員よりご寄付頂きました。

常男

委員長

メラマンが頷くと「オーケイ」の声が掛かりワンカット
の撮影が終了です。
この様な撮影所だけに通用する言葉や習慣・風景をい
くつか紹介したいと思います。撮影所の東に山があり西
に大船駅が南に鎌倉方面、北に横浜があり東西南北を山・
駅・鎌倉・横浜で通じ合うのです。例えばキャメラマン
が「誰かテーブルを鎌倉へ二尺ほど移動してください」
と云うと近くにいるスタッフが南の方に 50 ｃｍほど移
動します。また今だにメートル法でなく尺貫法が使われ
てます。物を排除するときは棚の置物が目立ちすぎるの
で「笑ってください」とか、挨拶は朝昼晩関係なく「お
はようございます」スタッフは愛称で呼び会い、例えば
私の場合は中ちゃんと呼ばれ、怖い顔でも「二枚目」外
人でもないのに「セニョール」半人前の「ハーフさん」
同性ふたりは「デカ松・ちび松」
、社長・専務・隊長も
いました。退職されても本名を知らない人もいました。
そしてスタッフとキャッチボールをする俳優さん、挨拶
されてもスッピンのため誰だかわからない女優さん等撮
影所でないと見られない風景です。
この様な撮影所で 40 年近く撮影一筋に映画制作に関
わり、数え切らない俳優さんとの出会いの中で一番オー
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ラを感じた俳優さんは鶴田浩二さんです。撮影の初日
「鶴

がとうございました。②第５グループ下山ガバナー補

田ですよろしく」と自己紹介があり、私は思わず「カッ

佐、横浜南陵三役の皆様、お越し頂きありがとうござ

コイイ」と言葉を発したのを覚えています。抜群の存在

います。

感の中に甘さと陰りを兼ね備えた美貌、少し斜めに構え

蒲隆夫会員：第５グループガバナー補佐

鼻にかかった声で話しかけられると男性も女性もしびれ
ます。でも目が合うと見透かされそうな鋭い目じからを

RC 三役様、ようこそお越し下さいました。
川﨑智晴会員：宮田さん色々と教えてくださり、ありが

感じ近寄りがたい怖さもあります。鶴田さんは女優さん
に一番もてた男優さんです。（羨ましい）。

下山様、南陵

とうございます。
宮田彰久会員：ベイスターズ同好会、初観戦ありがとう

次は萬屋錦之介さんですが子供がそのまんま大人に

ございました。岸さん御馳走様でした。

なった様な俳優さんです。純粋で可愛くあまり背は高く

水谷透会員：先週の例会は欠席で申し訳ありませんでし

ないのですが、映画になると大きく映りばえのする俳優

た。中橋嘉久様本日の卓話宜しくお願い致します。

さんです。女優さんといえば私は岸恵子さんと岩下志麻

青木理会員：宮田さんジャイアンツ戦楽しかったです。

さんを取り上げたいと思います。岸さんは女学生時代大
船撮影所に見学に来て吉村公三郎監督にスカウトされ女

ありがとうございました。
田島文男会員：本日、例会後に卓話者と茶話会がありま

優になられた人で女学生で既に輝いていたのです。困っ
たようにはにかんでからの微笑みがなんとも美しい女優

す。時間のある方はぜひ参加をお願いします。
松井俊彦会員：ローターアクト例会 Zoom 参加にお待ち

さんです。若いころは鶴田浩二さんとの恋愛ばなしや映

しております！

画の「約束」で共演された萩原健一さんが撮影終了後フ

髙橋常男会員：スマイルに協力して。８月１日は「歯は

ランスまで追いかけて行かれた話は有名です。大船で初

命（いのち）の日」です。歯・口の健康に気をつけましょ

仕事の映画は岩下志麻さん主演の「五弁の椿」でした。

う。宜しくお願い致します。

この時この世にこんなに透き通る様に美しく可憐な女性

小野哲会員：中橋様、本日の卓話よろしくお願いいたし

が現実にいるのだと驚きました。二か月以上撮影はかか
りましたが一度も話す機会はなくキャメラの後ろ遠くか

ます。武藤様も、よろしくお願いいたします。
島太郎会員：28 日の護摩業はとても感動しました。美

ら眺めるだけでした。

松住職が真面目にお仕事される方なんだと安心しまし

40 年近く誇りを持て映画撮影の仕事が出来たことを

た。新堀会員、槇会長ありがとうございました。また

幸に思い、来世もキャメラを覗いてるでしょう。

先日 30 日のフェイスシールド贈呈式お疲れ様でした。
槇会長、青木幹事、飲みに行くのは控えましょう。

≪スマイルレポート≫

佐藤一明会員：ベイスターズ対ジャイアンツ戦楽しませ
て頂きました。宮田会員ありがとうございました。

下山清隆様（第５グループガバナー補佐 横浜南陵 RC）
：

井原裕一会員：先々週は野球観戦、楽しませていただき

本年度３役と同伴しました。宜しくお願いします。

ました。宮田さん、お世話になりました。また、田村

米谷進一様（会長）
・福羅博行様（副会長）・堀口好美様

さん、岸さん、ご馳走様でした。

（幹事）
（横浜南陵 RC）
：今年度初めてお伺いしました。
いつもお世話になっております。引き続きよろしくお

渡邉義隆会員：下山様、先日はありがとうございました。

願い致します。

鈴木康昭会員：スマイルに協力して。

槇俊徳会長・岸厚子副会長・青木理幹事：元松竹撮影監
督

中橋嘉久様、本日の卓話宜しくお願い致します。

小原淳会員：スマイルに協力して。
伊藤雄一郎会員：スマイルに協力して。

武藤

武居正則会員：スマイルに協力して。

嘉夫様、本日はありがとうございます。第５グループ

藤田伸哉会員：スマイルに協力して。

ガバナー補佐

渡邉洋子会員：スマイルに協力して。

楽しみにしております。鎌倉ロータリークラブ

下山清隆様、ようこそお越しください

ました。横浜南陵ロータリークラブ会長
副会長

福羅博行様、幹事

米谷進一様、

堀口好美様、ようこそお

宍戸留美会員：スマイルに協力して。
小野澤寿一会員：スマイルに協力して。

越しくださいました。例会楽しんで頂ければ幸いです。
角井幸一会員：下山ガバナー補佐、米谷会長、福羅副会

本日のスマイル

31 件

長、堀口幹事、ようこそお越しいただきありがとうご
（今月の会報担当

ざいます。
関野敬博会員：①蒲さん先日は自宅まで送って頂きあり
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青柳

隆之）

第２回 理 事 会

会議事録
2020 年８月１日

議案及び決議事項
１．
９月例会プログラムの件
原案通り承認
２．ピースフイールドジャパン「絆プロジェクト」開催の件（国際奉仕）
今年度の支援は、中止但し PFJ よりご要望が出ればその都度対応
３．
「地区補助金」対象プロジェクト（国際奉仕）
今年度の実施は、中止し次年度グローバル補助金もしくは、地区補助機でのセブ島小学校等で援助
活度が出来る様、申請準備を進める事で承認
４．横浜南ローターアクトクラブ活動助成金の件（青少年奉仕）
横浜南ローターアクトより年間予算の範囲内で活動出来るとの回答があり
50 周年記念事業助成金は、申請無しで承認
５．2020-21 年度 他地区被災地支援への義援金の件
預り金より会員一人当たり 2,000 円を寄付する事で承認
６．その他
①今後のクラブ運営について
次週例会で Zoom の試験運用と席をスクール形式にする
コロナ過での例会実施か中止を判断するには、緊急理事会を開いて検討する。以上の内容で承認
②増強委員会の理事会出席は、オブザーバーで出席を承認
③職業奉仕委員会の横浜市新庁舎見学は、10 月頃に実施で承認
④クリスマス家族会開催の件コロナ過状況を鑑み 9 月の理事会で判断する事で承認

２０２０年９月
週

日

1

5

2

12

3

19

例会プログラム予定表

テーマ

スピーカー

感動から分かる！経営の神様

スピーチ

備考

小野会員

３階

青木会員

３階

日本リーダーシップ・オブ・
マネジマント㈱

ドラッカーマネジメントの本質

イニシエーション

紹介者

村瀬

弘介

米山奨学生

宋

新会員

篠田

様
宜蓉

育雄

様
会員

特別休会
横浜市都市整備局

4

26

横浜都市部開発動向について

都市再生部担当部長
村上
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実

様

田島会員

３階
プロジェクター

