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気候です。ウランバートルは、富士

日アリオ亀有でロータリー協賛映画

山の 5 合目位に位置する高原の国

「ブレス」という 28 歳でポリオに

です。千葉県からは 9 名の参加で

とりつかれた青年の実話を映画化し

したが、半分は風邪をひいてしまい

たものを見てきました。ポリオにか

ました。首都を一歩出ると見渡す限

かると人工肺の中で一生を過ごす恐

り遥か遠くまで草原が広がっている

怖を感じてきました。同時に観客数

所です。交通手段は車となります。

が 10 人くらいでしたから、関心が
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イナス 40 度位になる所ですので、

16 日（日）には地区の社会奉仕

車の燃料であるガソリンも凍ってし

プロジェクト推進セミナーがありま

まいますので、ハイブリット車（と

して、中島社会奉仕委員長をはじめ

今 日 は（ サ ン バ イ

くにトヨタのプリウス・中古車・さ

参加頂いた会員に感謝申し上げま

ノー）
。先週は、
モンゴルへ国際（税

らに洗車しない車）が 80％位走っ

す。さらに 19 日には、元会員であっ

理士制度を根付かせるための）奉仕

ています。理由は、マイナス温度で

た（30 年間在籍し 2013 年退会さ

に出かけていたので、欠席させて頂

もエンジンは動くからということで

れた）藤本義昭氏の通夜式に参加し、

きました。会長報告の代理をして頂

す。モンゴルの日本大使館に訪問し

慶弔規程に基づく香典を差し上げて

みなさん

きました。
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①第 2790 地 区 ガ バ ナ ー ノ ミ ニ ー・ デ ジ グ ネ ー ト
（2021-22 年度ガバナー）の公表
氏名：梶原

等（1960(S35) 年 9 月 2 日生まれ）

職業分類：建築設計
ロータリー歴：2003 年千葉 RC 入会
②米山奨学生・カウンセラー米山梅吉記念館訪問研修旅行の案内
期日：10 月 14 日 ( 日 ) ～ 15 日 ( 月 )
会費：カウンセラー 30,000 円
③１１月１０日我孫子ＲＣ婚活パーティー

委員会報告
①地区財団委員会

水野

副委員長

「輝く瞳に会いに行こう」全国大会 in 横浜のお知らせ
日時：１０月７日

１６：３０

場所：横浜中華街ローズホテル
②地区青少年奉仕委員会

金本

委員長

９月１６日奉仕プロジェクト推進セミナーの報告
③森市

パスト会長

ネパールのニャンズメモリアルスクールに渡航してき
ます。

時間：１５時～１８時
参加締切：１０月２０日締切
例会日／金曜日 12：30 〜
事務局／〒 277-0011 柏市東上町 7-18
例会場／ザ・クレストホテル柏
柏商工会議所会館 505
〒 277-0842 柏市末広町 14-1
TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
TEL.04-7146-1111 FAX.04-7146-2100
E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

卓

話

職業奉仕委員会

秋元慶一

委員長

きて、年間 700 万 800 万。で、さらに南部まで進めた
い広げたい、そんなような話をしてまして、本当審査し
ながら、自分は民間代表なので、いいのかな？と、で、
僕の質問は、土木業者さんから、なんか文句とか言われ
たことないんですかっていう話をしたんですけども、言
われたことはない、多分知らないんですって、なんか複
雑な気持ちになって、そのボランティア団体も、その
バック、一生懸命推してるのが東大なんですね。東大っ
てそういう NPO とか、そういういろんなボランティア
に対して一生懸命動いてる動きがありますので、そうい
皆さんこんにちは、秋元です。今日の卓話は本来は住

うところがやっぱり色々知恵とかやり方とか教えて成り

吉会員が行う予定でしたが、ご家族の病気との事で急に

立ってる。寄付金をあげるのはいいんだけれども、本当

私が頼まれました。私の卓話の予定では、後日にシンガ

に民間これだけ大変な中小企業大変だって言われる時代

ポールについて語る予定になっております。で、今日は

に、手に職がある方がやるのはいいんですけれども、そ

何でもいいという事なので、何でもいい話をさせて頂き

れをお金を取ってやるって言うのはちょっと、それなら

ます。

シルバー人材センター行ったら、って言ったんですけれ

私、いつも昼間何やってんだって言われることが本当

ども、企業の下請けやらないらしいんですよ。土木会社

に多いんですけれども、そのうちの二つばかりをちょっ

の下請けとか、そういうのはやらないから、世の中的に

とお話ししたいなと思います。一つは柏市役所に頼まれ

はあまり知られてない口コミでどんどん広げていくって

てひとつの審査会に出てるんですけれども、それは柏市

いう団体でして、なんか、いいのかな～？それがいいん

の中で、いろんなボランティアとか NPO の方、どうし

だったら、美容師さん終わった後に、自分で切りますよっ

てもこういうような、
いろんなお金を使ってもらいたい、 て、個人でやってる 500 円理容室が出てきたりね、も
そういう貴重な方がいらっしゃって、柏市に寄付金が集

う何でもかんでも個人でできる時代になっちゃうんじゃ

まるんですね。それはだいたい年間 500 万円から 1000

ないかなってことで、すごく早く辞めたいって言ったん

万なんですけれども、それを申請してくる団体を審査し

ですけれども、期限あと 2 年ぐらいあるんですけども、

て、この団体にいくらお金をあげていいかという、そう

ボランティアと NPO っていうことに、中にはすごいん

いう審査会の、何を勘違いしているのか、私会長をやっ

ですよ。本当に認知症の方を助けたいってことで、年間

ておりまして、すごく何とかやりながら、いろいろ考え

30 万円ぐらいの予算でやってるんだけど、そのうちの

るところ多いんですけれども、一つあれ？と思ったのは、 2 万円を頂きたいとかね、そういう団体もあるわけなん
先日あった議案の中で、ある北部の方のボランティア団

です。本当にボランティアであるのか、NPO であるのか、

体で、65 歳以上の方が自分の会社を終わって、またサ

介護施設であるのか、ちょっと分からないような事やっ

ラリーマンの方でも終わって、手に職ある方、特に土木

てるんですけども、柏にはそういう関係の団体がいっぱ

業の方、造園業の方、そういった方が集まって、ボラン

いあるんですね。それだけ需要があるということで、頑

ティアじゃなくて、安い値段で庭の手入れしますよ、木

張ってくださいという事で、応援してるんですけれども、

伐採しますよ、お掃除しますよ、そういうようなボラン

皆さんも携わってるいろんな周りの方で、申請に来てい

ティア団体が来まして、ただ、すごいお金を頂いてて、 る人がいるんではないかなと、そんなふうに思います。
そのお金がだいたい一年間で 700 万円ぐらい、そのボ

あと 2 年ぐらい、それはちょっといやいやながら頑張っ

ランティアで売り上げてるんですね。何をしに来たのか

ていきたいなと。

なと思ったら、ちょっと事業を大きくしたいので、軽ト

あと、本当に個人事の話なんですけども、私も先日、

ラ買いたい、こういう工具を買いたいということで来ま

首がちょっとおかしくなって、首に石灰が溜まって、血

した。話を聞いてですね、まったくそれって土木業の

圧 186 まで上がって、死にそうになったので、ちょっ

やってる方、造園業やってる方、全く同じ事をやってる

と終活に入ってます。いろいろな事を整理しながら、終

んですよね。それを普通の会社で受ける額の、1/3 から

活に入って、その中のひとつで、10 年前から本当に考

1/4 ぐらいの金額でやるから、需要がちょこちょこ出て

えていたことが、十数年前から 10 年間柏で、皆さん知

らないと思うんですけども、映画祭っていうのはやって

くれるんじゃないかな、そんな気持ちを踏まえて、私は

たんですね。それで柏一小とか貸し切って、柏一小は水

檀家である長全寺に恩返しを、ここでしたいなという風

野美紀さん呼んで、保健室を更衣室にしてもらって、い

に思っております。で、長全寺自体が 1 月から 4 月ま

る間そこで過ごしてもらって、だいたい 7・8 人の遊び

で、電気工事が入るので、実際は 1 月・元旦の太鼓のシー

のメンバーで集まって「やろうやろう」って言ってたら、 ン、それと 4 月何日かにある、何とかなんかの法要って、
予算が 1 千万超えちゃって、誰もそれについて大変だ

よくわかんないんですけど、段上にお坊さんが 28 人ぐ

ねと言わないんですよね。頭悪いのか良いのかわかんな

らい集まってですね、同じお経を唱える、もう本堂がぶ

い団体で、結局やってしまってですね、赤字が 200 万

わああんと、お経でだああんという、そういうのを初め

円ぐらい出て、それでもチケット収入で 800 万ぐらい、 て体験した時に、これは映画で出したいなって、その
収入できたんですけれども。映画祭の話はしたことある

シーンの撮影も OK いただいております。本当に私も終

と思うんですが、それがきっかけでいろんな撮影する人

活ですんで、忙しい作ってる人間に、(C) 何とかってよ

とか俳優さんとか、いろんな人に出会うことができまし

く映画とかにありますね。あれは権利を表すらしいんで

て、その縁がありまして、去年は松方弘樹さんの、東京

すね。そこには必ず (C) 秋元慶一って入れてくれ。興行

プリンスで行われたお別れ会にも出ることができまし

はやってないけれども、それを変なスタッフとか変な監

た。もう百人近い芸能人の方が、テレビで見る人が普通

督が、他で流して、興行的に使われるのはすごくやなの

にグラスを持って、そういう席に出られてよかったなと

で、興行は一切しないので、それつけてくれって、権利

思ったんですけれども、そういう風に人間的なつながり、 だけは守りながら作りたいな。クオリティは絶対落とさ
やりながらちょっと話を置いとくんですけど、私は月に

ないでくれ、でも予算はこれしか払えないからねってこ

3 回は墓参り行く人間なんですね。で、自分がここに生

と。もう実際に動きだして。来年中にはできるんじゃな

まれたのは、先祖がいて、おじいちゃんおばあちゃんが

いかなと思います。そしたら皆さんにも、DVD に焼き

いて、親父お袋がいるから、私はここにいるんだってい

ますので、皆さんに差し上げたいと思いますので、よろ

うこと、すごく強く思ってて、そういうことでいるんで

しくお願いします。そんな形で、昼間、仕事をせず、印

すけれども、いつか恩返しがしたいなっていうのがあり

刷業は本当に従業員の人間に申し訳ないんだけど、食べ

まして、長全寺。僕、曹洞宗で長全寺なんで、今回長全

させてもらってまして、印刷業 8 年やってないですね。

寺を題材とした映画を作りたいなと思って、もう終活で

見積もりも何もできない、ただ居て、請求書の時の銀行

すから、作ることにしました。全部自費で作るんですけ

のハンコを押してるって言う、仕事それだけです、会社

ども、その時に出会った仲間と飲みながら、今だんだん

で。私に仕事の電話は一切かかってきませんので、本当

脚本、シナリオ作りに行って、全部カメラから脚本から

してないんですけど、従業員に感謝しながら、私個人は

スタッフ、また出る俳優さん、全部プロ使います。半端

好きなことをやって、今、終活に入りましたということ

なやつは使いたくない、何で作るかって言うと、今すご

で、私の卓話を終わらせて頂きます。ありがとうござい

く僕はお寺とかお墓に関してして、本当に感謝する気持

ました。

ちでいっぱいなんですけれども、今の若い人たちはお墓
離れ、そういうものにお寺に対して、すごく遠い感覚に
なってるとすごく強く感じてて、もし映画を作ったら、
どういうことになるかなと考えると、当然、長全寺の中
で撮影するわけなんですけれども、いろんな法要のシー
ンを撮る時なんか、全部エキストラ、100 人以上のエ
キストラ、当然増谷さんのお力を借りながら 100 人以
上のエキストラを集めてやるわけなんですけれども、そ
れも全部、檀家の人を呼んで、おじいちゃんおばあちゃ
ん全員に来てもらって、映画を作って、最終的には流山
おおたかの森で全部お披露目するって、そこまで考えて
やってます。で、なんでそんなことするかというと、そ
の映画に出たおじいちゃんおばあちゃんが、お孫さんや
子供に、実は私長全寺って言う映画でこういうふうに出
たのよ、と言うと、なんか違った感覚で、お寺と近い感
覚になってくれるんじゃないかな、お寺に興味を持って

例会風景（卓話中）

これからの例会予定
月日
曜日 例会
10 月 5 日
金 通常
10 月 12 日 金 休会
10 月 17 日 水 合同
10 月 19 日 金 通常

本日のお食事

10 月 26 日
10 月 28 日

金 休会
日 合同

卓話者・他内容
小溝正行会員
12:00 点鐘 情報研修会
笠井広子様（NGO 未来のこども
ネットワーク）
9:30 点鐘 地区大会

出席報告

ニコニコＢＯＸありがとう！

会員数

６８名

★ (^^ ♪

欠席者

１６名

中村佳弘会員 娘
 が結婚式を挙げました、やっぱり泣きまし
た！

正直、小林直人、小溝、東海林、杉原、杉山、

金本会員 奉
 仕Ｐ推進セミナーにご参加ありがとうございま
した

次回の例会は

助川、住吉、細田、升谷、山田
出席率

10 月 5 日 ( 金 ) 通常例会です。

クラブ会報委員／浅野

江波戸、長田、影山、ゲイビ、後藤、小林

肇・住田

みゆき・竹澤

雅彦

卓話・会報の原稿は kwrc.photo@gmail.com までお送り下さい。

会員

76.47％

欠席報告は、水曜日の正午まで

※クレストホテル ( 営業課 )04-7146-1122 まで

※ＬＩＮＥでの連絡も可能です、詳細は SAA まで
※直前の欠席は SAA 安田 (080-5680-5460) まで

