
本 日 の お 客 様

●田中 勝 様（近江八幡ＲＣ）
●丹羽 茂 様（近江八幡ＲＣ）
●長谷川卓 様（近江八幡ＲＣ）
●西山邦雄 様（びわ湖八幡ＲＣ）
●西山義己 様（びわ湖八幡ＲＣ）
●荒川雅男 様（びわ湖八幡ＲＣ）
●上山康子 様（生駒ＲＣ）

会 長 報 告

改めましてこんにちは。
今日はたくさんのビジターの方にお越し頂きました。7名のビジター
です。どうぞ最後までごゆっくりお寛ぎ下さい。
先ず、報告の一つと致しまして、新しいクラブに関するお知らせ。
これは、前々から言っておりましたが、やまとまほろばロータリー
クラブが5月8日に加盟認証がされました。細かい事は週報に掲載さ
せて頂きますので、ご覧ください。
それと、先週5月17日（土）大和郡山ロータリークラブがホストで、
第2回鴟尾の会会長幹事会が行なわれました。私どものクラブから
は35周年記念例会に御出席頂きましたことの御礼を申し上げました。

委 員 会 報 告

クラブ管理運営常任委員会：冨川委員長
本日皆様の状差しに第4回の情報集会の班別表をお配りしておりま
す。6月2日～10日までの4日間、4班に分れて実施したいと思います
ので、宜しくお願い致します。それと、遅くなりましたが、第3回
の情報集会のまとめも状差しに入れております。内容を読んで頂け
れば分るかと思いますが、次年度ガバナー年度に向けて色々な話を
皆さんにして頂いた訳ですが、大変厳しいことも書かれております
が、これも会員の皆さんが大いに関心を持って、前向きに考えてお
られるということの証ではないかと思いますので、宜しくお願い致
します。
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2013-14年度当クラブテーマ

『ガバナー年度に向け

意義ある奉仕活動をしよう！』

四つのテスト

１．真実かどうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４. みんなのためになるかどうか

例会状況報告

第42回 5月20日
通算1694回

◎会員数 ７６名
◎出席規定免除者数

１＋２４名
◎出席義務者数 ５１名
◎欠席者 ８名
◎出席者 ６０名
◎出席率 ８８．２４％

第40回 4月22日
通算1692回の修正

◎会員数 ７２名
◎出席規定免除者数

１＋２４名
◎出席義務者数 ４７名
◎欠席者 １０名
◎補填者 ６＋９名
◎出席者 ６８名
◎出席率 ９８．５５％

例会プログラム

第43回 5月27日

通算1695回

１．開会の点鐘

２．ソング 「奉仕の理想」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．会員卓話 平方貴之 君

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 坂本 克也

「あなたの善から、
みんなの善へ」



親睦活動委員会：鈴木譲委員
先週お伝えしましたように、新入会員の歓迎会を来週行いたいと思います。場所が決まりまし
た。場所は、大宮の桃谷楼で19：00より行います。会費は一人5,000円になります。皆さん出
来るだけ参加して下さい。よろしくお願い致します。

高辻副幹事
次年度委員長の方々にご案内しております、今週土曜日24日、15：00学園前バス集合、16：00
十三屋で行いますので、方々、お忘れなき様、宜しくお願い致します。
それから先週も申し上げましたが、いま回覧しておりますので、概況報告書用の住所・氏名等々
の修正、チェックして頂きます様、併せて宜しくお願い致します。

2014-2015年度・RI第2650地区：野﨑 大会・集会担当副幹事予定者
本日例会終了後、責任者会議を行いたいと思います。また、次年度に向け、色々とあると思い
ますので、責任者の方々は、この会場にて行いますので、宜しくお願い致します。時間は約1
時間弱で終りたいと思いますので、宜しくお願い致します。

幹 事 報 告

●先週皆様に御協力を頂きました「緑の募金」ですが、￥48,654集まりましたので、全額寄付
させて頂いております。
●例会変更の案内が来ております。5月22日あすかロータリークラブが、夜間例会に変更され
ます。ビジター受付は平常通り5月22日の12：00-12：30迄橿原ロイヤルホテルフロント横にて
行われます。

幹事
遠路お越し頂きました近江八幡ロータリークラブ会長エレクト田中様、びわ湖八幡ロータリー
クラブ会長エレクト西山様より一言ご挨拶を賜わりたいと思います。

＜近江八幡ロータリークラブ・会長エレクト：田中 勝 様よりご挨拶＞
みなさん、こんにちは。一言ということですので、これで終ります。

＜びわ湖八幡ロータリークラブ・会長エレクト：西山邦雄 様よりご挨拶＞
みなさん、こんにちは。びわ湖八幡ロータリークラブの西山邦雄と申します。幹事長の有井さ
んが「いよいよ始まるから激励の言葉を言え」ということで、頑張ろう！宜しくお願いします。

幹事
ありがとうございました。突然の申し出にも関わらず、快く挨拶をして頂きました。
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新クラブに関するお知らせ
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卓 話

ホテルサンルート奈良 代表取締役 中野聖子様
「なら国際映画祭２０１４」

本日このようなお席にお招き頂きまして有難うございます。
今回は「なら国際映画祭」につきまして皆さんに少しでも
知って頂こうと思いまして準備をしてまいりました。奈良
で映画祭をやっているのは皆さんご存知でしょうか？映画
祭は特定の場所で期間限定で開催されます映画のイベント
です。定期的に開催されるもので、名称は開催地の地名を
冠したものが多く、映画の上演をする事とまた上演した作
品に対して賞を授与する事が一般的で一番規模的に大きい
のは国際映画祭です。又、山形ドキュメンタリー映画祭や愛知県の女性映画祭等テーマを絞ったも
のも沢山あります。大抵作品を上映した後にそれを作った監督がお見えになってその方に対して観
客や審査員から直接質問をしたり作り手とも接する事ができるという所が映画祭の面白さかと思い
ます。国際的に認知されているベネチア国際映画祭（イタリア）・カンヌ国際映画祭（フランス）・
ベルリン国際映画祭（ドイツ）に権威がありましてこれが世界３大映画祭です。
では何故私が映画祭をやっているかと言いますと私の実家では「おばな劇場」という映画館をやっ
ておりまして、昔、映画館は景気が良かったんですが、昭和３０年代カラーテレビの普及に伴いま
して映画というのは斜陽産業に入ります。昭和５５年に閉館しましたが、私の人生の中で「私は映
画館の子や」と思い育っておりまして、映画っていいな、映画に関わりたいという思いをずっと持っ
ておりました。
次に「なら国際映画祭」が如何にして始まったかという事ですが、2007年に河瀬直美監督が「殯の
森」という作品で審査委員特別賞を受賞して、奈良に凱旋した時に「私は奈良で映画を撮って奈良
の皆さんのお蔭でこんな賞を貰えた。自分も尽力するので奈良でも国際映画祭をやったらどうか？」
という提言を頂きました。当時は遷都1300年祭に向けて様々なイベント等で何か新しい事をしよう
という勢いが盛り上がってきた時で、ならまちセンターをメインホールとして第1回目を開催しま
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５ 月お誕生日・結婚記念日

★お誕生日★
９日 北河原公敬君

１３日 小林一士 君
３１日 成田 積 君

★結婚記念日★
３日 増井義久 君
５日 松岡弘樹 君
５日 德矢和士郎君

１０日 荒木政信 君
１１日 高木伸夫 君
１３日 石野捨雄 君
１３日 高辻良成 君
１８日 佐川 肇 君
２０日 鈴木 譲 君
２１日 大塩栄作 君
３０日 谷川千代則君



した。隔年開催で今年で3回目です。河瀬直美監督は当時映画祭のエグゼクティブディレクターを
されておりまして、彼女の思いをＰＥＴ東京で「自分は国際映画祭によってここまで育てて貰った。
私が海外に行くんじゃなく海外から奈良に人がやって来る、映画が作る架け橋をなら国際映画祭を
する事で作れないかと思った。出来ればカンヌのようなレッドカーペットもやってみたい。それも
奈良らしいものでなければならない。興福寺の52段ではどうか？」と仰ってました。私達は難しい
と思いましたが、彼女は「その事で５２段とレッドカーペットの写真が世界中に発信される。その
事が大事である。それは住んでいる人達が奈良を誇りに思って貰える切っ掛けになるに違いない」
と思っていました。今振り返るとそれは大事な事だったと思います。
私達は奈良でやる映画祭は大きな資本が入らないと思っていましたので、何かクリエイティブなも
のであるべきであるという構想で始めました。河瀬がカンヌ国際映画祭で育てて貰ったという事例
に倣いまして、彼女も最初は山形国際ドキュメンタリー映画祭で初めて撮った作品で賞を取り、そ
こで商品として作品に英語字幕を付けて貰いました。これは自主制作で映画を作る人達にとっては、
100万程係る作業なので中々大変な事です。この事がその作品が世界に打って出る貴重な1歩目にな
ります。なので私たちの映画祭でも、海外からの出展作品には日本語字幕を付けますし、必要であ
れば英語字幕も付けます。字幕が付く事で一気に世界が広がります。そのような切っ掛けを作る事
で国際的に活躍できる若い人材を育成したいと思います。次に当初は奈良に拘ってやっておりまし
たが、我が国の精神風土を生かし、美しい文化を創造したい。そして最後に我が国の美しい文化を
世界に発信したい。という３つが目的です。
その他には、私達はナラティブと称する映画製作を行っております。なら国際映画祭の主軸は世界
中から集めた新人監督の作品のコンペです。このコンペの審査を行うのは河瀬監督の人脈で国際的
に映画業界の有識者と呼ばれる方々です。最優秀賞として奈良県を舞台として映画製作をする権利
を授与しております。前回最優秀賞を取ったのはペトロ・ゴンザレス・ルビオという現在メキシコ
で制作活動を行っている映画監督でした。当時私達が招待した時にはまだ「アラマー（海へ）」と
いう作品しか長編は作った事がない方でした。彼らにとって映画を作れる機会はどんな短編でも場
所が奈良でも非常に貴重な経験でありますし、尚且つ「河瀬直美」の名前は奈良ではあまり有難が
られませんが、フィルムの世界では興味を惹かれる存在です。ペドロ監督は十津川村でドキュメン
タリー作品を撮って下さいまして、この作品を私達が売り込み、スイスのロカルノ国際映画祭で新
鋭監督部門最優秀賞を受賞しました。この作品は色んな映画祭で割と賞を取っていて、賞金が出る
んですがその半分を律儀に振込してきて頂いて、お金をかけて作りましたがちょっとは回収できて
いる状態です。今年は、韓国のチャン・ジョンチェ監督に、五條市五條新町で「ファンタージア」
という作品を撮って頂いて現在編集作業中で、完成を楽しみにしています。
他にも若い人達を育てたいので、東大寺学園の生徒さん達と映像制作のワークショップを行ってい
ます。その時天川村で災害でもそこで生きる人達というテーマで短編映画を作って頂き、中でも上
野遼平君という子がワークショップの後、映画監督になりたいと脚本を書いてきて、彼の監督作品
「瘡蓋譚」という作品が夕張国際ファンタスティック映画祭のコアキャスト部門という若手の登竜
門に招待されたり、この後も福岡インデペンデント映画祭に招待されて、この子がそのうち凄い監
督なったらと楽しみにしています。そんな感じで人材育成しております。
そんな映画祭今年は9月12日～15日実施しますが、広く皆さんに知って頂く事が大事だと思ってお
ります。今年のキーワードは「1000年のアーカイブ」という事で私達、奈良の人間は1000年守られ
ていた蔵の番人であるという自覚を持ってこの蔵に新しい本物の宝物を入れるべく、それが映像作
品であったりもすると思いますが、そういう活動をしていきたいと思います。それ以外にも「なら
シネマテーク」という催しも行っておりまして、映画館が1件も無くなった奈良市内で映画文化を

振興していくために1か月に1回名作映画の上演会とトーク
ショーを行っています。私達はなら国際映画祭で自分たち
の足元を掘り下げたら地球の裏側に繋がるんだなという実
感をできる祭典をしたいと思っておりますので、皆さんの
ご支援をお願いしまして終わらせて頂きます。本日は有難
うございました。
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ニコニコ箱 本日計 75,000円 累計 3,052,769円

田中勝 様・丹羽茂 様・長谷川卓 様（近江八幡ＲＣ） ニコニコ協力
西山邦雄 様・西山義己 様・荒川雅男 様（びわ湖八幡ＲＣ）

本日はお世話になりました。ありがとうございます。
小西敏文 君 ホテルサンルート奈良 代表取締役社長 中野聖子様 本日の卓話有難うご

ざいます。
植倉一正 君 中野聖子様、本日の卓話、よろしくお願い致します。
北河原公敬君 近江八幡ＲＣの田中様、丹羽様、長谷川様、びわ湖八幡ＲＣの西山邦雄様、

西山義己様、荒川様、ご遠方わざわざご来訪下さり恐れ入ります。誕生月の
お祝いありがとうございます。

有井邦夫 君 近江八幡びわ湖八幡の皆様遠路お越し頂きありがとうございます。ごゆっく
り、お過し下さい。

土谷宗一 君 中野さん 卓話ありがとうございます
堀内眞治 君 中野様、本日の卓話よろしくお願いします。
中奥雅巳 君 中野聖子さん卓話よろしくお願いします
成田 積 君 本日は誕生日のお祝い有難うございます
石野捨雄 君 結婚記念日に美しいお花を送って頂きありがとうございます
潮田悦男 君 遅ればせながら、結婚祝のお花、ありがとうございました。
鈴木 譲 君 結婚祝いのきれいなお花をありがとうございました。家内がとても喜んでお

り、私の待遇も多少良くなりそうです
武藤廣茂 君 野﨑さん、昨日は遠路の所、お越し頂き、ありがとうございました。竹島の

絵本有効利用致します。
植村将史 君 三十五周年記念事業実行委員会の皆様ごくろうさまでした。小西会長ごちそ

うさまでした
荒木政信 君 よろしくお願いします ニコニコ協力
森 完二 君 ニコニコ協力
山本尚永 君 ニコニコ協力
市田富久夫君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力
西本隆一 君 ニコニコ協力
平方貴之 君 ニコニコ協力
西口栄一 君 ニコニコ協力

次週の例会 平成２６年６月３日（火）

新入会員卓話 荒木政信 君 野末勝宏 君

●会報・IT委員会/水野憲治 弓場裕史 市田富久夫 小原靖浩 楠木重樹 webmaster/水野憲治

例会変更のお知らせ

6 月 ■京都山城ロータリークラブ■
・６月２５日（水）・・・新旧引継懇親会の為、変更。
時間：18：00～
場所：すい月

※ビジター受付は、同日12：00-12：30まで、けいはんなホール1F
にて行います。


