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国際ロータリー2016～17 年度会長 ジョン Ｆ．ジャーム 

  

第 2723回例会 平成 28年 10 月 21日（金） 

◇ 点  鐘   石川 憲弘 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      伊藤 隆治 会員 

◇ お客様紹介   

『古都』 映画監督 株式会社ＳＤＰ（ｽﾀｰﾀﾞｽﾄﾋﾟｸﾁｬｰｽﾞ）

           YUKI SAITO 様（卓話者） 

株式会社 and pictures プロデューサー  

小出 由佳 様 

ﾒﾘｰｻﾝ ﾌﾞﾛｰﾊﾞﾙ ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ（有）代表取締役社長   

渡辺 尊俊 様 

諸岡 むつみ 様  （諸岡靖彦会員令夫人） 

 

◇ ニコニコボックス 

平山 秀樹 会員：昨年来ロータリーの卓話者に登録させていた

だいおりましたところ、一昨日１９日に印西ロータリークラブで

卓話をさせていただきました。初めてだったので大変緊張しまし

た。お題は「成田の街づくり」でした。成田は昔からの街中の方々

の郷土愛、リーダーシップがあって現在の成田の街づくりがある

という卓話をしました。例えば、現在の米屋さん、米分さんの遠

祖に当たられる諸岡三郎左右衛門家が八百年前、室町時代から成田山の御本尊を守って来

られました。御本尊が伝わっていなければ、いまの成田の街の繁栄はありません。他にも、

参道のセットバック事業しかり、電線の地中化しかり、十七万署名を集めた第三滑走路促

進活動しかり、成田の街を愛する方々のリーダーシップがあって実現してきたとお話しま

した。他にも国際医療福祉大学のお話、北千葉道路のお話などをさせていただき、成田の

繁栄が千葉の繁栄に繋がることを卓話させていただきました。印西にも関わる話であった

と、みなさまにはお慶びいただいたように想います。話の枕に使ったのですが、実は私の

母は印西ロータリークラブの例会場に近い木下の出身です。そればかりでなく、考えてみ

ると父方の祖父も印西の出身でしたので、いわば私の血の四分の三は印西です。良い機会

をロータリーの活動により与えていただけたことに感謝いたします。 

 

吉田 稔 会員：先週、全日空主催のボーリング大会があり私ど

もの会社が団体で２位、個人で優勝いたしました。 
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◇ 会長挨拶    石川 憲弘 会長 

今日の例会は、映画「古都」の監督ＳＡＩＴＯ様の外

部卓話です。ＳＡＩＴＯ様には、ご多忙の中、成田ロー

タリークラブの例会にお越しくださいまして誠にありが

とうございます。皆様、親睦旅行お疲れ様でした。会員

の皆様そして奥様方には普段の仕事は忘れて楽しい時間

を過ごして頂きました。初日は沖縄水族館、沖縄フルー

ツランドを見学しました。２日目の那覇大綱引きは噂通

りの大迫力でした。テレビ、新聞等でご覧になった方も

いると思いますが、あの優勢な祭りは忘れられない親睦旅行の１頁になったと思います。

女綱の長さ１００メートル、男綱の長さ１００メートル、これをドッキングしまして綱を

引くのですが、直径１メートル５６センチ、総重量４３トン、手綱総計２５６本、１９９

５年には「米藁で制作された世界一の綱」としてギネスに認定登録されているそうです。

そして挽き手約１万５千人、３０度超えの蒸し暑さの中、喜久川会員と共に、女綱の一番

前に陣取りまして、大汗をかきながら女綱の勝利に貢献しました。観衆は３０万にもなっ

ていたかと思います。那覇大綱引きは琉球王朝時代の那覇四町綱の伝統を引き継ぐ長い歴

史を有する沖縄最大の伝統行事だそうです。この大綱を切り取って持ち帰るために綱引き

に参加した人々は、大汗をかきながら危険もかえりみずついつい夢中になり綱を持ち帰る

ために参加しました。この切り取った綱を、自宅、会社の神棚に供えておきますと、家内

安全、商売繁盛だそうでございます。全日空の南日会員がこの綱を皆様にと言う事で沖縄

から持ち帰っておられますので、今回参加されなかった方も是非お持ち帰りください。其

の日の夕べには琉球料理、琉球踊りを楽しみながらの食事も満足するものでした。この親

睦旅行を企画していただきました南日会員には改めて御礼申し上げます。 

そして、地区より２０１７～１８年度ガバナーエレクト寺島様より当クラブの松田泰長

会員に研究・研修統括委員会理念研究委員会委員長として出向の依頼が成田クラブに届き

ましたので、ガバナーエレクト宛てに承諾いたしますとＦＡＸしておきましたので皆様に

ご報告させていただきます。尚、次年度、地区において活躍、勉強したいと思われる方は、

私の方まで申し出ください。私の方から地区委員の推薦状をガバナーエレクト宛てにＦＡ

Ｘしておきます。１１月１０日（木）締切です。 

 

◇ 表 彰 

・米山功労者 

 

 

 

 

第 11回 

日暮俊久会員 
第 10回 

小川 賢会員 
第 9回 

設楽正行会員 
第 6回 

平山秀樹会員 
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・委嘱状 

2016ー17 年度国際ロータリー第 2790地区ライラ実行委員会委員 

平山 秀樹 会員 

 

◇ 入会式 

石橋 正二郎（いしばし しょうじろう）会員  

日本航空株式会社 成田空港支店支店長 

推薦人 大塚 洋 会員、笹子 恵一 会員 

顧 問 渡辺 孝 会員 

所属委員会  会員増強・退会防止委員会  

    増強・選考・職業分類 担当 

      奉仕プロジェクト委員会 

       青少年奉仕 担当 

職業分類  航空運輸 

本日入会を認めていただき誠にありがとうございます。若輩者ではございますが、今後皆

様と交流し、ロータリーの活動に参加させていただき自分を磨きもっともっと社会に貢献、

役に立つ存在になっていきたいと思っております。今後、皆様のご指導ご鞭撻よろしくお

願いいたします。 

 

◇ 委員会報告 

・成田環境ネットワーク  小宮山 四郎 会員 

成田環境ネットワークより 22 日、印旛沼クリーンハイキングが

開催されます。成田クラブは受付担当となっております。 

集合時間：8 時。10分前に甚兵衛公園に集合してください。 

クラブジャンパー着用。 

 

【クリーンハイキング当日】 

 

 

 

 

 

 

 

・ロータリー財団    近藤 博貴 リーダー 

ロータリー財団よりご報告です。本日、齊藤三智夫会員より 1,000

ドル（102,000 円）をいただきました。今回の寄付者で 7 名となりま

した。今後ともよろしくお願いします。 
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◇ 幹事報告  吉田 稔 幹事 

≪回覧≫ 

・週報 成田コスモポリタン、成田空港南ロータリークラブ 

・例会変更 多古ロータリークラブ 

佐倉中央ロータリークラブ  

毎月第 2例会を通常夜間例会  

例会場：オリベート（ユーカリが丘） 

例会時間：19時～20 時 

・交通遺児育英会 君とつばさ 第 326号 

・地区ゴルフ大会参加のお礼と報告 

・ハイライトよねやま 199 

≪連絡≫ 

・地区大会当日配布できなかった地区大会プログラムが届きました。 

・今年度の名簿を作成しております。訂正がありましたら事務局までご連絡ください。 

・本日卓話をしていただくＳＡＩＴＯ監督のサインを頂きたい方は、色紙を用意しており

ますので、卓話終了後にサインの時間を設けます。 

・本日の新会員を含め、会員数は 67名です。 

 

◇ 卓話   

～～私の生い立ち・映画「古都」について～～ 
Yuki Saito（映画監督） 

今日は故郷・成田に帰ってこられて、そしてロータリー

クラブという成田の地域発展に貢献されている皆様の前で、

私自身と私の映画についてご紹介できる機会を頂きまして

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

前半は自分自身の生い立ち、それから「古都」という長編

映画を撮影するチャンスをもらえたきっかけ、映画「古都」

について、最後は「古都」を経て自分なりに故郷の成田で

やっていきたい野望がありますので、その辺のお話をさせていただければと思います。 

まず、私自身についてですが、旧下総町の高岡の出身です。家は利根川沿いにあり田ん

ぼに囲まれて育ちました。父は中学の体育教師で、最後は下総中学の校長でした。成田中、

中台中、市内の中学で教頭、校長をやってきた齊藤利明と申します。ロータリーの中には

父が普段お世話になっている方も多いから、今日は失敗するなよと念を押されました。 

父が教育者だったので非常に厳しい家庭で育ちました。「9時には寝なさい」「テレビは 2

時間まで」などルールが多かったです。しかし、何故か映画の場合は特別ルールができて、

9時に始まるロードショーが終わる 11時まで起きていても何も言われませんでした。当時

は成田に映画館も無く、千葉に出るのも大変でした。そういう環境だったものですから、

どちらかというとテレビを見て育ち、子供の頃は、ハリウッド全盛期で「バック・トゥ・

ザ・フューチャー」や「ＥＴ」を観て育ちました。 

幼少時代、利根川沿いを犬の散歩をしながら頭上に飛行機が飛んで行く光景を毎日見て
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いたことが、いつか自分も世界へと思うきっかけになったような気がします。それが映画

と結びつき、小学校の頃から映画監督になると決めていました。私は、成田国際高校の出

身なのですが、学校に留学生がいたり、家で留学生を受け入れたり、短期留学をしたり、

あとは国際空港を抱える成田という土地柄、外国の方と接する機会が多かったので、自然

と留学の選択肢が浮かび、アメリカで大好きな映画を学びたいと思うようになりました。

ただ、その時はハリウッドのことばかり考えていて、「ハリウッド映画を撮りたい！」「早

くここから出て世界に飛び立ちたい！」そればかり考えていました。勢いのままにアメリ

カへ行ったのですが、やはりそんなに簡単ではなく、正直憧れだけで行ったので色んな苦

難がありました。この部分はとても 30分では語り尽くせないので端折りますが、理想と現

実は違いました。その時、この映画を撮るきっかけだなと思うことがありました。 

大ヒットテレビドラマ「24」のプロデューサーをやっていたノーマン・S・パウエル氏に

師事し学んでいました、先生が僕の卒業したコロンビア・カレッジ・ハリウッドで教授を

なさっていた時に、そのアシスタントとして先生の映画論や演出論をお手伝いしていたと

いう時がありました。ある時、「羅生門」を見せる授業があり、「黒澤明の国から来て映

画監督になろうとしているんだよな？今日はお前がティーチャーだ、クラスメートの前で

黒澤明について十分語ってくれ」と言われました。恥ずかしながら私は「羅生門」を見て

いませんでした。しかし 15人のアメリカ人の学生は全員観ていました。「映画監督になる

んだから当たり前だ！」と。その時の恥ずかしさは今でも忘れません。先生は保守的な人

だったので「恥を知れ！Ｇｏ ｈｏｍｅ！」と言われ帰らされました。そのまま、ビデオ

屋に行って「羅生門」を借り、家のビデオで見ました。非常に悔しい経験でした。そうい

う経験からだと思うのですが、先生に呼び出され「お前、いつまでハリウッドにいるんだ？」

と言われました。私はその時点で 8 年間アメリカに住んでおり、車も家もありました。文

化庁の新進芸術家海外研修制度で国から研修ビザも貰っていたので、その後労働ビザに変

えてアメリカで働こうとしか考えていなかったのですが、「このままアメリカに残っても

200%映画監督になれない」と言われました。呼び出された時、僕はてっきり先生の新しい

ドラマが始まるタイミングだったので、ようやくハリウッドの現場デビューが出来るのか

と思っていたのですが、大間違いでした。それから先生が黒板に「Yuki Saitoがハリウッ

ドで成功できない 10 の理由」ということで書き始めました。１．Language、２．Visa...

その辺から頭が真っ白になりその後のことはよく覚えていないのですが、具体的で完璧な

プレゼンテーションを受けました。しかし、その後フォローもありました。「ハリウッド

にいる監督の 50%以上が実はアメリカ国籍以外なんだ。何故か？アメリカの歴史は浅く、

世界中の国から集まってこの国が出来ている、自分のルーツだったり文化だったり、自分

の生まれたところの Identity を持っている人間は強いんだ。みんなフランスだったり、ブ

ラジルだったり、メキシコだったり、自分の国で活躍してアメリカ人の持っていない視点

を持ってハリウッドで大衆向けの映画を作っている。お前にはそれがない。ただアメリカ

人になりたいだけで、アメリカ人になろうなろうとしてもなれない、お前は日本人だ。日

本人の血が流れていて日本人の DNA を持っている。お前がやらなければいけないのはまず

自分自身が生まれたところ、故郷のこと、日本の文化ということを考えてそれと面と向か

って、自分のものに消化できた時に初めてハリウッドっていうフィールドに戻って来られ

るんじゃないか？」そういった叱咤激励の言葉でした、当時の自分には稲妻のように響き

ました。それまではっきり言って日本の事はあんまり考えていなかったですし、東京に行
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くのも怖いぐらいでした。ストレートに成田からロスへ行ったものですから、ロスと成田

しか知らない。日本の事をよくわかってない状況でした。そのことがあり留学する時より

緊張したのですが日本へ帰ろうという気持ちになりました。その先生の言葉を言われてか

ら一ヶ月以内に準備をして特に仕事もないまま、一回面と向かって日本でやってみようと。

帰国前に、最後に先生がアドバイスをくれました。「とにかく日本文化、日本独自のコン

テンツ、忍者でもサムライでも、アニメでも、なんでもいいじゃないか、お前なりに興味

を持ったものをひたすら撮ってこい、世界に打って出られる映画を撮れた時、もう一回俺

のところに戻って来い」と約束をして日本へ帰ってきました。帰国して成田に降り立った

時にアドレナリンが湧いてきました。外に出て初めて知った日本の魅力だったり、美しさ

だったり、故郷への愛というものが芽生えました。それまでもあったのでしょうが気づか

なかったんだと思います。降り立った時に誓った目標が「いつかここ成田を舞台に映画を

撮りたい」ということです。 

 そこからは日本の事を何も知らなかったので、様々な日本の映画界の諸先輩に怒られな

がら勉強しました。ラッキーにも最初に入った現場が、アレハンドロ・ゴンサレス・イニ

ャリトゥという、「バードマン」「レヴェナント」という作品で二年連続アカデミー監督

賞を受賞した世界トップの監督なのですが、その人が、僕がちょうど帰国した 2006年にブ

ラッド・ビット主演の「バベル」という映画（東京編だと役所広司さん菊地凛子ちゃんが

出演、凛子ちゃんがアカデミー助演女優賞にノミネート）で演出通訳として参加すること

ができました。イニャリトゥ監督が東京で撮っていたほとんどのクルーがメキシコ人でし

た。メキシコのストリートで育ち、様々なメキシコの文化を映画にしてハリウッドで認め

られて、ハリウッドの資本で今この映画を撮っているんだと。その姿を見た時に、ノーマ

ン先生が仰っていたことってこれなんだと思いました。最初にそういう世界最高峰の現場

を見られたという縁を感じながらここを目指したいと思いました。それからは興味を持っ

たものをどんどん撮っていきました。鬼と忍者が対決する時代劇や、和食文化を取り扱っ

た短編映画、アイドルとロボットをかけた『甲殻不動戦記ロボサン』というテレビ東京で

深夜放送されたテレビドラマだったり、銭湯に行って、そのあと珠玉のビールを飲むとい

う『昼のセント酒』というドラマだったり、これも大事な日本の文化だと思います。兎に

角、日本の文化と言ったら飛びついて撮ってみるということをやっていました。 

映画に関しては、短編映画をひたすら撮って映画祭で賞をもらってという形でキャリアを

積み、その中で、一度自主制作で私の下総の祖母の家周辺を舞台にして「胸にＴＡＴＴＯ

なんか入れて」と言う映画を撮ったのですが、僕が飛行機を見上げていた土手沿いでラス

トシーンを撮りました。その短編映画が各国の映画祭で賞を頂き、コーヒーのネスレさん

が主催するコンペでグランプリを取り、その副賞として予算をいただいて短編映画を撮り

ました。それが「あの時のフレーバー」です。これは成田市内で撮影しました。夢破れて

帰ってきた女優が成田空港に降り立つシーンからはじまる物語です。その映画も数々の賞

を頂き、その短編映画が多くのプロデューサーの目に止まり、「海外の目を持って日本の

文化をやろうとしている監督がいるな」と業界内で知られるきっかけとなりました。そん

な時に川端康成財団が川端先生の生誕 100 周年を記念し、また京都府、京都市さんが、東

京オリンピックも決まり、今一番日本文化が注目されているタイミングで、もう一度京都

という魅力、日本文化を凝縮したような映画を作れないかと、川端康成先生の「古都」の

映画化が企画されました。もう二度映画化されているので（中村登監督／主演：岩下志麻、
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市川崑監督／主演：山口百恵）、もう一回同じものを焼き増してもしょうがないから若手

に撮らせようという話になり、その時に海外帰りで日本文化に特化したドラマや短編映画

を撮っていた自分に白羽の矢が立ち、君だったらどういう作品にすると言うお話をいただ

き、今日一緒に来ている私の妻と小説を読みながら、僕だったらこういう風に現代版にし

て、外国の目線、アウトサイダーの目線で古都を見つめ直して行きたいという読書感想文

のようなものを提出しましたら、川端康成財団の川端香男里先生はじめ支援者の方々の目

に止まり、「古都」というビッグプロジェクトを監督する機会を得ました。 

 

ではここから「古都」という作品について話をしていきたいので、予告編をご覧ください。 

 

これは、生き別れた双子の姉妹の話です。一人は京都室町で先祖代々続く佐田呉服屋の佐

田千重子、もう一人は京都のはずれ、北山杉の里で林業を営む中田苗子、その生き別れた

双子の姉妹が、偶然、祇園祭の宵山の夜に出会い、お互い一緒になりたいんだけどその時

代背景だったり、その時の立場だったりを考えて離れていくことを誓う。その中に京都の

季節や年中行事、茶道や華道などの文化、神社やお寺など京都の名所を巡るような小説に

なっており、京都を表すのにちょうどいいということでこの原作がもう一度掘り起こされ

たんだと思います。一番大事にしたのは小説に書かれていることは勿論なのですが、川端

康成先生が「何を思ってこの古都という小説を書いたのか」という動機です。やっぱりこ

の伝統文化が詰まった京都の景色、山に囲まれて自然の美しい水の綺麗な京都がどんどん

無くなって行く姿、町屋がどんどん取り壊されていく姿を憂い、なくなってしまう前に作

品に残したかったじゃないかなと思います。実際に東山魁夷先生は、川端先生に「今のう

ちに京都を描いておかないと今の京都は無くなる」とおっしゃられて、京洛四季という作

品集を描かれています。その「失っていくものを今、描かないと！」という思いが一番の

動機で、自分も同じ動機で現代の京都を描こうと思いました。生き別れた双子の娘が、お

母さんになっており二人とも娘がいるという設定にしました。すっかり大人の女性になっ

た二人は、新たな葛藤を抱えます。千重子は代々続く呉服店を娘の舞に継がせるつもりだ

ったが、舞から思わぬ抵抗を受けます。北山杉で林業を営む苗子は絵画を志す娘の結衣を

快くパリに送り出したが、結衣が自分の才能に疑問を持ち始めていることに気付くのです。

娘と同じ年の頃、千重子も苗子も人生の岐路に立ち、迷っていました。あの時の自分が下

した決断に想いを馳せながら、二人は娘の未来のために何をしてやれるのかを問いかける

─。なぜ母から娘への話にしたかったかと言うとそれがこの映画で一番伝えたかった事な

のですが、この日本の伝統文化、そして精神を次の世代に繋ぐ映画にしたいと思ったから

です。是非皆さんに観ていただきたいので、これ以上内容は言えませんが、簡単に言うと

そういう物語です。これはある意味、挑戦と言いますか、世界中にファンのいる川端先生

の文学のその後を脚色して描くという、かなり大それた行動なので、まずそれを川端香男

里先生に映画にする権利を正式に貰うために鎌倉のご自宅へ行ったのですが、その思いと

情熱と、先ほど皆様に話したようななぜここに自分がいるのかとか、アメリカの先生に言

われたことだとかを伝えた時に、先生はにこやかに仏様のような顔をされて、「映画は映

画で小説とはまた違うでしょうから、自由にやって下さい。だから若い人に撮ってもらい

たいのです。ただ一つ約束して欲しいのは川端文学の精神は継承してほしい。その精神さ

え守られていれば何を作ってくれたっていいよ。」という言葉でした。凄く優しかったの
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ですが凄くメッセージ性もあるお話でした。そして川端先生に許可を頂いて 、映画では今

回が初めてになるのですが京都市と京都府の両方から後援という形をいただきました。し

かし、京都は一筋縄ではいかないというか、いいねとは皆さん言ってくれるのですが、実

際の後援を頂くまでは中々厳しく、後援していただくことが決まったのは試写の後でした。

良い作品になるだろうけど、出来上がって見るまではわからない。それはそうです。いく

ら情熱があっても企画書一枚では判断がつきにくい。「もし京都をしっちゃかめっちゃか

に描かれたらどうしよう」と不安もあったのだと思います。関係者への試写では、京都市

長には涙を流して喜んでいただきました。そして、これは京都が認めるベキだということ

で、京都市、京都府のご後援を頂き今回に至ります。 

 

また、僕が打ちひしがれて日本に帰ってきたばかりの時に、日本の作品はハリウッドとは

違うな、日本は日本で日本のマーケットに合わせないといけないというドメスティックな

考え方に違和感があり、逆カルチャーショックを受けました。このまま日本で映画を撮れ

るかなという時期もあったのですが、その時に「フラガール」という映画を観て、これは

「僕がアメリカで学んだ映画のフォーマットだぞ」とそこで輝いている松雪さんの姿を見

て、いつかこの女優さんと仕事がしたいと思いました。その思いをラブレターのように手

紙に認めて、ご快諾いただきました。そこからは松雪さんの娘に橋下愛さん、成海璃子さ

ん、そして奥田英二さんは僕の成田の短編映画にご出演いただき、その時からバックアッ

プをしていただいている映画界の父のような存在です。どうしても奥田瑛二さんには出て

いただきたく、奥田瑛二さんの声掛けもあり伊原剛志さんの出演も決まり、理想的で豪華

な布陣ができ、初めて全国公開までこぎつけることができました。そして、最初のテロッ

プにも出ましたけど、唯一、映画を作って親孝行できたなって思うことがあって、文部科

学省の特別選定映画というのに公開前に選んでいただきました。20人の映画人文化人達が

見て全員一致でしか得られない特選を頂くこと

ができて、国のお墨付きをもらえました。公開 2

週間前には全国の中学校にポスターが貼られま

す。これにはうちの父も大変喜んでくれました。

周りから先生になれと言われることはあっても

父から言われたことは一度もなく、ずっと僕の事

をサポートしてくれました。国が認める教育映画

として認めてくれたといことは、少しは親孝行出

来たのかなと思います。最後にこの映画をどうし

ても成田で流したいという思いがありました。最

初は都市部中心で想定外でしたが、どうしても成

田で流して欲しいと配給会社に懇願しました。

「成田、お客さん入るのですかね？」って言われ

ましたが「入ります、僕の故郷ですから。」と即

答してしまいました。故郷に降り立った時に感じ

た「いつか成田で映画を撮りたい」という思いで

す。それが僕の目標になっています。これも隠さ
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ずに言いますが、一度、成田で映画を撮ろうという話があり、市の方ともお話しさせて頂

いて女優も決まりクランクイン間近だったのですが、諸事情で流れました。これは映画界

ではよくある話なのですが、私としては成田の皆さんに「よろしくお願いします」とお願

いして成人式でも宣言した直後だったので、言うだけ言ってあいつ撮れないなと思った方

もいらっしゃるかもしれません。悔し涙を流しました。その時は成田出身だから撮らせて

もらっているという感覚がすごくありまして、そこに甘えていたからいけないのかもしれ

ないし、配給会社がノーと言ったらノーになると言うビジネスの現状も見て、もっと僕自

身が成長しないといけないと思いました。それからテレビドラマを撮ったりコマーシャル

を撮ったりして、この「古都」のチャンスをいただきました。まずはアメリカのノーマン

先生の「日本文化と直面しなさい」というアドバイスにあったように、日本文化を真正面

から捉えることが出来る機会だと思いましたし、日本文化の象徴、首都みたいな京都市と

一緒に地域映画を成功させ、京都から全国、世界に広げることができたら日本全国どこで

も撮れるだろうと。僕の故郷・成田でも映画が撮れるようになるだろうという風に思いま

した。「古都」だったから、今、ロータリークラブでお話しさせて頂いているのかなとも

ちょっと思っています。悔しい経験を経て、3 年かけてようやくこの映画が公開になりま

した。今日来た一番の理由は、一人でも多くのお客さんに観ていただきたいからです。そ

して、とくに故郷・成田の人には観ていただきたい。伝統を一生懸命守ろうとしている人、

そしてどう次の時代へ繋ごうとしていくのかと悩んでいる人は全国にたくさんいます。伝

統ある町はきっと興味を持ってくれる。この成田も国際都市ではありますが、成田山の門

前町として栄えてきたので、伝統を守ってきた人がたくさんいます。きっと映画の中に込

めた精神はわかってもらえると思い、成田のヒューマックスさんに OKをいただき上映する

ことが決まりました。まだ公式発表ではないのですが、12月 3日は東京で舞台挨拶があり

まして、4 日は成田で舞台挨拶をするという流れで動いており、市を巻き込んだイベント

にしていこうと思っています。ですから、まずは是非皆さんに、そして周りの方にこの映

画を広めてもらいたいと思います。メジャー映画ではないのでテレビを使って大々的な宣

伝はできないので、こうやっていろんな場所に行って話すことしかできないのですが、チ

ラシや前売り券、ポスターを使い、京都で、成田で、という形で全国へ広げていき、最後

は世界まで発信していきたいと思っています。それが成功した暁には、僕が目標にした故

郷・成田を舞台にした映画に繋げていきたいです。成田の魅力を絡めながら、世界と日本

を繋げる映画を、撮りたいです。是非宜しくお願い致します。本日はありがとうございま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 点  鐘   石川 憲弘 会長 

 

≪決定！！≫ 
12 月 4 日、成田市全面バックアップ、成田ヒューマックス
での SAITO 監督の舞台挨拶が決定しました！ 
12 月 3 日、4 日の観客動員数で、その後 2 週間上映される
か、1 カ月上映されるかが決まります！是非、12 月 3、4 日
にお出かけくださいますようお願い致します。 
お香付の前売り券は、枚数限定です。11 月 11 日（金）まで
事務局で取りまとめを行いますので、この機会に是非お買い
求めください。 

お香の栞つき前売り券♪ 
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出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

豊田 磐、渡辺 孝、近藤 博貴、石橋 菊太郎 
設楽 正行、小宮山 四郎、小川 賢、平野 省二 
松田 泰長、諸岡 靖彦、遠藤 英一、佐瀬 和年 
各会員 

10 月 6 日 パスト会長会 

仲村 盛政、小川 賢、日暮 俊久、小寺 真澄 
堀口 路加 各会員 

10 月 11 日 囲碁の会 

松田 泰長、諸岡 靖彦 各会員 10 月 15 日 第８分区ロータリー情報研修会 

諸岡 靖彦 会員 10 月 19 日 第５分区ロータリー情報研修会 

齊藤 三智夫 会員 10 月 19 日 ＲＩ2790 地区 月信委員会 

平山 秀樹 会員 10 月 19 日 印西ロータリークラブ 

平野 省二、喜久川 登、石川 憲弘、神崎 誠 

平山 秀樹、矢野 理恵、小宮山 四郎 各会員 
10 月 21 日 

成田環境ネットワーク 第２８回
印旛沼クリーンハイキング  

松田 泰長、諸岡 靖彦 各会員 10 月 21 日 
第１３分区Bロータリー情報研修
会 

近藤 博貴 会員 10 月 26 日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

  

 

 

 

◇ 高田松原情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６７ ６６ ４８ １８ ７２．７２％ ６１．５４％ 

事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 
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※クールビズは 10/28（金）で終了となります。 
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