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SERVE TO CHANGE LIVES
奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために
2021〜22 年度年度
国際ﾛｰﾀﾘｰ会長

Shekhar Mehta

東京麹町ロータリークラブ

本日の例会プログラム
第 31 回例会 2022.5.9（＃2342）
例会ホスト・紹介係
山本君
受付係
木寅君
須藤君
司会者
中村君
ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 崎山
君

卓話 「日本と世界のスポーツ文化の違い」

前回の報告
第 30 回例会 2022.4.25（＃2341）
例会ホスト・紹介係
受付係
濱田君
司会者
ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

藤田君
吉沢君
吉田君
近藤君

卓話 「番町の森こどもプレーパークプロジェクト」
中村 由紀氏

サッカー評論家 セルジオ越後氏
紹介者 飯嶋会員

会長報告
1）2月の理事会にて承認して協賛いたしました、地元、番町の森こどもプレーパークの活動について、皆様に報告がて
ら、中村様にお話をいただきます。中村様は、河合会員のお嬢様で現在は訪問診療に従事してらっしゃいます。
3人のお子さまのお母さまでもあります。プレーパークプロジェクトのお仲間の岡本あすか様もお越しです。
2）今期 2 回目の住吉美紀会員・吉沢京子会員・山田俊之会員を囲んで新入会員歓迎会を 5 月 9 日に開催致します。
急ですが是非お集まり下さい。
幹事報告
1）5月16日のオープン例会には、多くの方をお連れ下さい。 宜しくおねがいいたします。
他クラブでは、これを機に入会いただいた方が多くいらっしゃるそうです。若林ガバナーの肝入りのプログラムです
ので、ぜひご協力下さい。植芝会員から、合気道に関する貴重な講演と演武をご披露いただきます。
3）来週は、ゴールデンウィーク中の為、休会です。 次回通常例会は 5 月９日です。
例会記録

ニ コ ニ コボ ッ ク ス

次回予告

会員総数 44名 出席会員数 22名

荘村会員：次回の例会は 5 月 9 日です。
のんびりと GW をお過ごしください。
細谷会員：今日は嬉しい給料日です。
濱田会員：うちの事務所の新人弁護士を連れて
きました。 宜しくお願いいたします。
吉沢会員：5 年目の結婚記念日です。
河合会員：ﾊﾟｰﾄﾅｰ誕生日

第32回例会 2022,5,16（＃2343）

ゲスト

2名 ｵﾝﾗｲﾝ参加 3名

ビジター

0名 その他

1名

海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0 名 事務局

1名

────────────────

会場：麗の間
例会ホスト・紹介係 藤田君
受付係 吉沢君 吉田君
司会者 中村君
ソングリーダー 崎山君

オープン例会
「合気道とは」
合気会理事長

植芝 守央会員
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世のため後のため 今の私に何ができるか
映画プロデューサー 吉野 浩氏 （3/7 卓話 吉田会員紹介）

昨年 12 月 3 日に、
私がエグゼクティブプ
ロデューサーを務めた
「189」という映画が公
開になりました。元々こ
の 映画に 関わ る予 定
ではなかったのです
が、コロナのせいで予
定していたスポンサー企業が降りていき、このままではお
蔵入りになってしまうと聞いたので、これは世に出さない
といけないと思い、気付いたら私が一人でほぼやってしま
っていました。
「189」というのは、児童相談所虐待対応ダイヤルのこと
です。令和元年に 19 万件もの虐待が発生し、令和 2 年に
は 21 万件に増えました。コロナ禍で家にいることが多くな
り、潜在的な虐待件数は計り知れません。明らかになって
いるだけでも 1 日平均 600 件近くの電話が鳴り、1 週間に
1 人の子どもが虐待死しているという現実があります。日
本の未来のためにもこの問題を何とかしなければいけな
いという思いで、この映画に関わるようになりました。
日本で 110 番を知らなければ、いくら警察組織があって
もインフラ自体が存在しないことになります。つまり、189
番は子どもを守るためのインフラなのです。電話をかける
と児童相談所につながります。もし周囲に虐待が疑われ
る状況があれば、100％確信を持った段階でなくていいの
で電話を下さい。匿名でも問題ありません。「189」という
映画は、映画として作ったというよりも、この電話番号を
知ってもらおうという目的で作りました。現在、全国の市町
村から上映依頼が舞い込んでいます。いろいろなところで
上映会をしていただいて、189 という番号を広めていきた
いと思います。
この映画を作る前、実は別のプロジェクトを進めていま
した。卓話タイトルの「世のため後のため」という言葉を残
した塙保己一の映画を作るプロジェクトです。彼は 7 歳で
全盲になり、12 歳で最愛の母親を亡くし、15 歳のときには
自殺を考えたという弱気な青年でした。しかし、後に国学
者となり、100 年先、200 年先の子どもたちのために膨大
な書籍をまとめました。それが日本の文学・歴史などに多
大な貢献をもたらしている『群書類従』です。しかし、ほと
んどの方が彼を知りません。この方を日本人が知らない
のはおかしいのではないかということで映画化しようとし
たのですが、そこへ「189」の話が来たので、「世のため後
のため」というフレーズに従って、先に「189」に取りかかっ
たのです。

塙保己一に関しては、2 分半と 7 分 50 秒のムービーを
YouTube に載せていて、第 3 弾として 30 分のドキュメンタ
リー映画バージョンを作っている最中です。今月か来月中
には出来上がります。これは、学生の皆さんには無料で
見ていただきたいと考えています。保己一という偉人がい
たということだけでなく、一人の全盲の男が立ち上がり、
幕府がやるようなことを一代でやり遂げたということを知っ
ていただくだけでも、勇気と希望が湧くのではないかと思
っています。
私も彼に見習って、ミッションを立てました。「世のため
後のため、今の私に何ができるのか」を考えることです。
その一歩として、FM 大阪で毎週月曜 8 時から 30 分間、
「U.K.とヒロの世のため後のためラジオ」という番組を始め
ました。世のため後のために活動している方をゲストに呼
んでスピーチしてもらうという内容です。
その次に取り組んでいるのが、「世のため後のためフィ
ルム」というプロジェクトです。あなたの足跡を世のため後
のために「私ライブラリ」に残しませんか、人生の『群書類
従』を一緒に作りませんかというコンセプトです。私は 70
歳になったら自分のフィルムを作ろうと思っています。で
すから、中途半端な生き方はできません。そんな人たち
が世界中に増えることを願うライブラリプロジェクトです。
個人も含め、既に 10 社ほど問い合わせが来ています。そ
の一人は虐待を乗り越えて教師になった方です。彼女の
ように虐待を乗り越えた人もいるのだということを知ること
で、勇気と希望が得られるフィルムを作ることができたらと
考えています。
ク ラ ブ だ よ り N o. 3 1

5 月 16 日（月）12：30～＠H・ニューオータニ「麗の間」
オープン例会
ロータリーへお誘いしたいお知り合いを、お連れ
下さい。
会員の皆様も和やかな雰囲気で楽しんでいただ
けるようお迎え下さい。
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