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国際ロータリー2011～12年度会長 カルヤン・バネルジー 

  

～～ 世 界 理 解 月 間 ～～ 

第 2501回例会 平成 24 年 2 月 24 日（金） 

◇ 点  鐘       平野 省二 会長 

◇ ロータリーソング   我らの生業 

◇ 四つのテスト     浅野 洋介 会員 

◇ ニコニコボックス 

平野 省二 会長：いよいよ明日、「エクレール・お菓子放浪記」の上映日となりました。

皆様には大変お世話になりました。 

松田 泰長 会員：ご覧になった方もいるかと思いますが、今週火曜日に折込チラシを入

れさせて頂きました。ＬＥＤ照明、それと防犯の監視カメラ、お陰さまで沢山の反響をい

ただきまして、会社に殆どいられない状態になっています。カメラはどういう状況で侵入

されたか後で確認し、それを防ぐ為にはどういう方法を講じればいいかというように考え

ていきます。こんな時はどうしたらいいかというようなご相談があればいつでもどうぞ。 

佐藤 英雄 会員：昨年の 8 月 8 日にエクレールの委員会に出席しましたところ、石橋奉

仕プロジェクト委員長にエクレール・プロジェクトの委員長にと指名を受け、平野年度の

一大イベントとしてこの映画会を是非成功させたいと思いました。諸岡直前会長から2,000

名を目標にと言われ、これがチケット販売の目標が 2,000 名なのか、動員が 2,000 名なの

か指示はありませんでしたが、お陰様で販売数が 2,200 枚ほどになりました。みなさんの

お力添えがありましたからこそです。感謝申し上げます。 

石橋 菊太郎 会員：アルコール抜きで 9 回ほどのエクレール委員会を石の三宝さんの事

務所をお借りしてやってまいりました。関係者の皆様、またチケット販売にご協力いただ

きましたメンバーの皆様方、本当にありがとうございました。 

池内 富男 会員：皆さん、今日は久しぶりに会社の仕事の話でニコニコさせて頂きます。

アメリカのウエンディーズ社（アメリカ国内シェアをマクドナルドと争っている企業）が

昨年１２月２９日に原宿・表参道を一号店とし日本再上陸しました。幸い、弊社がバンズ

（パン）で入札の上、契約に至りました。今後の店舗展開の拡大に伴う受注増が期待され

ます。 
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佐藤 仁志 会員：体調も戻ってきまして皆様へご迷惑をお掛けしたお詫

びと、もう一つ、新しい事を仕掛けようと思っております。もう直ぐ震災

から 1 年経つわけですが、震災の折には、世界から、または日本各地から

被災地に温かい手が差し伸べられました。一人の人間として、日本あるい

は世界は素晴らしいなと思いました。被災地は復興で一生懸命ですが、忙

しい被災地に変わって、空港都市の成田から応援をしてくれた世界の方々

へ感謝の気持ちを捧げたいと思ってステッカーを作成いたしました。海外から来た旅行者

の方のスーツケース、又は日本から海外へ行かれる方のスーツケースに張っていただく、

または胸にワッペンつけてもらう、あるいは外国人のお客様に渡していただいたりという

ようなことも始めようと思っております。昨日デザインが決まりまして、初期的なものは

3 月初めから配布予定です。またマスコミにも協力していただけそうなので、日本から発

信していこうと思っております。みなさんもご協力宜しくお願いいたします。 

成田 温 会員：今年度、前年度と地区の委員として出向しておりました。

短くて 3 年、長くて 5 年と言う話しでしたが、どうも次年度は開放された

ようでほっと致しました。地区の委員をやりますと月に一度は日曜日がつ

ぶれます。その他にもスプリングキャンプやなにやらと忙しくなっていま

した。 

 

◇ 会長挨拶   平野 省二 会長 

 今年は例年になく寒い日が続いています。でも、もう今年の冬の

寒は抜けたように感じられます。三寒四温という言葉の季節になっ

てきたかなと思います。 

 今週は行事が続きます。一昨日第 9 分区主催によるインターシテ

ィミーティングが、ＡＮＡクラウンプラザホテルで開催されました。

６クラブによる 2011～12 年上期の活動報告に続いて、後半、ちばぎ

ん総研による経済講演会が行われました。 

 インターシティミーティング（ＩＭ）とは地区ガバナーの要請に

より、各ガバナー補佐が主催して開催します。本来の目的は分区が

合同で会合を開き、ベテラン・ロータリアンをリーダーに迎えてロータリーの諸問題につ

いて討議したり、会員相互の親睦と面識を広げることにあります。最近ミーティングリー

ダーをおかずに講演会が多いように見受けられます。この語源はローターアクトの用語で

あり、やはり近隣のローターアクトクラブが集まって親睦、情報教育と意見交換、その他

の目的で行われる会合です。分区の行事は主にこのインターシティミーティング（ＩＭ）

と、昨年秋に行われた情報研究会があります。当クラブからも大勢の皆さんが参加頂きあ

りがとうございました。 

 昨日はゴルフ同好会が出来て最初のコンペが、雨の中行われました。さすがに寒さには

勝てなかったようで、ハーフでギブアップのうえ再仕切りとなったようです。大変な競技

でしたね。そして今日第 2501 回の例会日、明日の映画上映会の準備のため、皆さんに奉

仕プロジェクトよりご協力のお願いがあります。後ほど石橋委員長より報告をいただきま

す。昨年夏より「エクレールお菓子放浪記」の上映に準備を進めて参りましたが、いよい

よ明日上映実行日です。特別プロジェクトの皆さん長い間ありがとうございました。あと

は明日の入場者がたくさんお出でくださることを祈るだけです。私の年度の最大の事業で

ございます。会員の皆さんにはチケットの購入を半強制的にお願い致しましてお詫びと心

よりお礼申し上げます。おかげさまでチケットは 2200 枚の販売が出来ました。国際文化
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会館がほぼ満員の状態になるだろうと予想しております。当日はこの映画を監督されまし

た、近藤明男様もご挨拶に駆けつけてくれます。また、「お菓子と娘」の歌を成田高校音

楽部の皆さんがオーケストラでＣＤに吹き込み、会場で事前にＢＧＭとして流してくれま

す。大沢校長に厚くお礼申し上げます。それと、会場へこのたびの震災と原発事故で成田

へ避難してこられた方たちを招待しております。その一人この映画の主なロケ地である石

巻のケーキ屋さんが、石巻を離れ家族共々いま公津の杜でケーキ屋さんを開いております。

そのケーキ屋さんとなごみの米屋さんで会場のロビーでエクレアを販売します。どうか皆

さんお手の空いてる方は会場にお手伝いご協力いただきますようお願いいたします。会員

の皆さんには心より厚くお礼申し上げます。    

 

◇ 委員会報告 

  第３回 インターアクト合同会議出席報告 

                      新世代奉仕委員会 近藤博貴リーダー 

１．日  時   平成２４年２月１７日（金） 

１５：００～１７：００ 

２．場  所   千葉市民会館 

３．参加者   提唱ロータリー・クラブ会員、高校顧問教師 

４．議  題   

（１）活動報告 

① 第４４回 指導者講習会（５／２） 

   ② 第４５回インターアクト年次大会 於 県立館山総合高校（８／１９） 

③ 第４２回インターアクト国外研修 大韓民国 馬山市（９／９～１２） 

④ 国外研修受入（第３７２０地区）（２４／１／１２～１５） 

（２）活動予定 

   ① 第４５回 指導者講習会 於 木更津ビューホテル 

担当 木更津総合高校（２４／５／１） 

（３）次年度活動予定 

   ① インターアクト国外研修 台湾 台北市～台南市（案）夏休み中 

   ② インターアクターを対象にしたＲＹＬＡ（１泊２日） 

   ③ 得居ＧＥの意向で従来、国際奉仕委員会に所属していた「青少年交換プロ 

     グラム」を次年度から新世代奉仕委員会に移す。  

・第１回成田ロータリークラブゴルフ同好会コンペ報告 

ゴルフ担当  成田 温 会員 

平成２４年２月２３日（木）千葉バーディーゴルフにて第１回ゴルフコン

ペを開催。雨と気温が低かったため、ハーフで終了。その後、当日参加者

１３名にて今後の打ち合わせを行う。 

決定事項 

  １．クラブより年間１０万円の補助金がでるので、年２回コンペを行

う。 

  ２．補助金の使い方として１回５万円をパーティー費と賞金にあてる。 

３．同好会としての会員は集めない。都度参加したい人が自由に参加する。 

４．OB 会にも連絡し、参加者を募る。 
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尚、今年度の補助金１０万円は今回のコンペにて使用。 

・奉仕プロジェクト委員会   石橋 菊太郎 委員長 

【映画会当日の手伝いについて】 

午前 25 名、午後 22 名 通日 16 名。会員全員に配役表をＦＡＸ致しました。 

エクレール委員会委員 8 時半集合 

一般会員 午前 9 時半集合、午後 13 時集合 

お手伝いされる会員の方には、昼食の準備がしてあります。 

また、皆様のお手元にチケットの販売状況を配らせていただきました。今現在 2,200 枚販

売済みです。ご協力ありがとうございました。 

補助金の話になりますが、全国ガバナー会から義援金に対

象する補助金がでるということで色々なクラブでプロジ

ェクトを立ち上げてやっておりますが、それが後 188 万

円残っているということが先月のガバナー月信に掲載さ

れておりましたので当クラブでもクラブからの持ち出し

が 50 万弱ありますので申請いたしました。確定ではあり

ませんが、ほぼ決まりそうです。 

・クラブ管理運営委員会 佐瀬 和年親睦リーダー 

本日、旅行の最終締め切りとなっております。現段階で 31 名の参加とな

っております。次週、パンフレットをポストに入れておきますので、ご

確認下さい。 

 

◇ 幹事報告   矢島 紀昭 幹事 

１、週報の回覧 

    成田空港南、八街、白井、冨里各ロータリークラブ 

 

◇ 点  鐘       平野 省二 会長 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

平野 省二、矢島 紀昭、佐藤 英雄、石橋 菊太郎、近藤 博貴 

小川 賢 各会員 
2月 24日 エクレール委員会 

豊田 磐、平山 金吾、滝澤 尚二、設楽 正行、近藤 博貴 

石橋 菊太郎、平野 省二、小川 賢、遠藤 英一、小宮山 四郎 

松田 泰長、工藤 照淳、佐瀬 和年、石川 憲弘、成田 温 

諸岡 靖彦、山田 真幸、矢島 紀昭、神崎 誠、大澤 浩一 

江夏 満信、小井戸 国雄、深堀 伸之、佐久間 高直、小泉 英夫 

角田 幸弘、平山 秀樹、江塚 春夫、浅野 洋介、長原 正夫 

安川 篤志、小池 正昭、佐藤 英雄、阿部 慎一、丸岡 晋 

角田 憲司 各会員 

2月 25日 エクレール上映会 

平山 金吾 会員 2月 28日 米山理事会 

詳しい例会内容を希望なさる方は、音声テープ・ビデオテープを御覧下さい。 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６２ ５８ ３１ ２７ ４３．５５％ １００％ 

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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エクレール 

お菓子放浪記 

映画上映会 
 平成 24 年 2 月 25 日（土） 

於：成田国際文化会館 

午前の部 10:30 

午後の部 14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午前の部では、1階席ほぼ満員状態、 

エクレアも大盛況で殆ど売り切れ間

近となりました。 

午前の部 記念撮影 
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司会：矢島 紀昭 

【会長挨拶】  平野 省二 会長 

本日は、「エクレール・お菓子放浪記」上映会に足元の悪い中多

くの皆様にお出でいただきまして、ありがとうございます。私ど

も成田ロータリークラブは成田市及び近隣地域の会社、事業所の

代表者が職業を通じて地域社会に奉仕する会員の集まりです。全

世界で２００以上の国や地域に、志を同じくするロータリークラ

ブが世界で３万４千余、会員１２３万人を有する団体であります。

日本では１９２０年東京ロータリークラブが最初に創立され、現

在２，２９３のクラブ、会員８９，５００人が、「奉仕の理想」

を信条として、１００年以上に亘って活動して参りました。成田ロータリークラブは１９

６１年（昭和３６年）３月創立し、昨年創立５０周年を迎え、現在６２名の会員で活動し

ております。 

昨年３月１１日の東日本大震災から、まもなく１年になります。想像を絶する大津波は

一瞬にして東北の町並みを壊滅してしまいました。その上福島第一原子力発電所が破壊さ

れ、放射能汚染は地域住民をいや応なく退去せしめ、日本中を不安に陥れました。私たち

の千葉県でも、旭市、香取市など広い範囲で大きな被害を被りました。我々成田ロータリ

ークラブは、被災された方々に対して直ちに支援活動を行ない、被災地へ非常用品や義援

金を贈りました。原発事故で成田市へ避難して来られた人達にはユネスコ協会と一緒に当

面の生活援助など、様々な被災者支援活動をしてまいりました。 

我々成田ロータリークラブは今一度、被災者に支援の手を差し延べようと、クラブ内で

協議検討いたしました。会員の中から「エクレール・お菓子放浪記」の映画上映の提案が

あり、被災地支援の自主上映会を開催することといたしました。この映画は主に石巻でロ

ケされたものです。情景、背景が余りにもこのたびの大震災の惨状と重なり合い、東北の

被災地復興に力を与える映画であると考えたからです。この映画を一人でも多くの市民に

見ていただき、今一度、被災地への連帯と持続的な支援をいただくために、この映画をご

覧いただきたいと存じます。この震災と放射能で成田市へ避難されて来られた方々は二百

数十名おられます。一部の方はこの３月末で成田から退出しなければなりません。地元へ

帰りたくても帰れない方々がおられることにも、改めて認識を深め再度支援の手を差し延

べようではありませんか。 

この映画のメインロケ地・石巻から避難して来られたケーキ屋さんは、家を津波で跡形

も無く流され、ご家族は無事でしたが石巻でのご商売はあきらめ、今は公津の杜でケーキ

屋さんを開いています。本日、ご家族共々この会場にお見えでございます。そのほかにも

被災された方々をご招待しております。この会場のロビーで、なごみの米屋さんと石巻の

パティスリー、シェ・ナリさんがエクレアを１箱５００円にて販売いたします。どうぞお

帰りにお買い求めください。この映画の鑑賞券は１枚につき３０円、エクレアは１箱につ

き５０円の被災地チャリティ付きです。併せてロビーには義援金の募金箱を用意いたしま

した。チャリティと募金にご協力お願いいたします。 

本日は、この映画の監督をされた近藤明男さまが、この会場に駆けつけてくださいまし

て，皆様にご挨拶申し上げます。どうぞ最後まで、ごゆっくりご鑑賞ください。          

ありがとうございました。 
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【花束贈呈】 

【監督紹介】 

近藤明男 

近藤 明男（こんどう あきお、1947 年 8 月 3 日 - ）は日本の映画監督。 

来歴・人物 [編集] 

東京都世田谷区生まれ。 

1966 年、早稲田大学教育学部に入学、在学中から勅使河原宏監督「燃えつきた地図」、三

隅研次監督「雪の喪章」の他、「ザ・ガードマン」などの TV ドラマの助監督としてキャ

リアをスタートする。1970 年、早稲田大学卒業後、大映に入社。増村保造に師事。 

大映倒産後、吉村公三郎監督「襤褸(らんる)の旗」（1974 年）をはじめ、中平康監督、須

川栄三監督、中村登監督など、昭和の名匠のもとで助監督を務める。主な作品は、「大地

の子守唄」（1976 年）、「曽根崎心中」（1978 年）、「ビルマの竪琴」（1985 年・市川

崑監督）など多数。 日米合作「将軍」（島田陽子・三船敏郎主演）、日中合作「炎の女・

秋瑾」（謝晋監督）、日仏合作「夢の夢のあと」（高田賢三監督）への参加を経て、1985

年、リチャード・クレイダーマンが音楽、および出演の「想い出を売る店」（日仏伊合作）

で監督デビュー。 

1986 年、美空ひばり主演のテレビ遺作「女ひとり旅」の演出。1987 年、「ザ・瀬戸大橋

-21 世紀への架け橋」（菅原文太主演）で第 25 回ギャラクシー賞（奨励賞）受賞。 

2007 年、監督作品「ふみ子の海」全国上映。封切り後、3 年を過ぎる異例のロングラン上

映となる。 

第 31 回山路ふみ子映画賞福祉賞受賞。平成 20 年度児童福祉文化賞（映像・メディア部門）

受賞。本作で、盲目の主人公の師匠である笹山タカ役を演じた高橋恵子は、第 62 回毎日映

画コンクール女優助演賞、第 17 回日本映画批評家大賞助演女優賞を受賞。 

2011 年、監督作品「エクレール・お菓子放浪記」全国上映。 

監督作品 [編集] 

想い出を売る店（1985） 

特別出演・音楽…リチャード・クレイダーマン、出演…フィリップ・キャロワ、イングリ

ット・エルド 

ふみ子の海（2007）[1] 

出演…高橋惠子、鈴木理子、高橋長英、藤谷美紀、中村敦夫、遠野凪子、遠藤憲一、音楽

…沢田完 

エクレール・お菓子放浪記（2011）[2] 

出演…いしだあゆみ、吉井一肇、林隆三、早織、尾藤イサオ、竹内都子、高橋惠子、遠藤

憲一、原作…西村滋 
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【監督挨拶】 

皆様、寒い中、そして足元の悪い中、長時間にわたり鑑賞いただきまして本当に有難うご

ざいました。この映画は、一昨年の秋に石巻を中心に約 1 ヵ月かけて撮影いたしました。

震災の前日（平成 23 年 3 月 10 日）が東京での試写会でした。震災があったことにより、

この映画は社会的な映画になりつつあります。当初は、石巻あるいは仙台で先行ロードシ

ョーという予定でおりました。しかし、残念ながら全ての計画が一瞬で無くなり、実際に

石巻の皆様に映画を観ていただくまでにはそれから半年かかりました。お陰さまでやっと

石巻の殆どの皆様に観ていただき、今、全国に少しずつ広がっております。エンドロール

でエキストラの名前が流れますが、今回は地元の皆様のお陰でこの映画が完成したという

強い思いからどうしても全員の方のお名前を流したいとプロデューサーに提案しましたら、

快く全てのプロデューサーが同意してくれこの映画が完成いたしました。残念ながら、こ

のお名前の中には数人の方がお亡くなりになっているということがご家族や友人からお聞

きしました。「それは監督とっても良かったです。」と何人かの方からお言葉を頂きまし

た。ちょっと複雑な気持ちは致しますが何か恩返しができたのではないかなと今は思って

おります。それと映画に関して言えば、よく「どんな映画にしたかったですか？」と聞か

れるのですが、「この映画を観た後に、好きな人や家族とか誰かに、また誰かと一緒に甘

いものを食べたいなぁ、帰りにお菓子を買って帰りたいなぁ」というような気持ちになっ

ていただければこの映画は成功じゃないかと思って一生懸命作りました。今日はエクレア

をロビーで販売していらっしゃるようなので、是非、エクレアを買って、この映画を思い

出しながら食べていただければ幸いです。今日は本当にどうも有難うございました。 

 
午後の部 記念撮影 

近藤監督自ら義援金、エクレアの販売を率先してお手伝いして下さり、作品は勿論の事、監督のお

人柄にも魅力を感じる映画上映会となりました。佐藤プロジェクト委員長を始め、会員の皆様、大

変お疲れ様でした。義援金 １８７，２５２円 観客動員数 午前 約７００、午後 約５００ 


