
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 今日も例会にご出席いただき、ありがと

うございます。先週は少し気温も下がり過

ごしやすかったのですが、まだまだ残暑厳

しい時期です。御身体に気を付けてお過ご

しください。今日の卓話は、菊池会員のご

紹介で、逗子アートフェスティバルプロデ

ューサーの柴田雄一郎様です。逗子市の活

性化の為のいろいろなお話を、後ほどよろしくお願い致します。 

 私事で恐縮ですが、7 月 30 日に受けた健康診断で大腸に問

題があるとの結果がでたので、先週の金曜日、17 日に大腸の

内視鏡検査を受けました。前日から２L の下剤を飲むなど、初

めての経験をしました。検査の結果、6ｍｍ大のポリープが 2

箇所みつかり、切除しました。切除したポリープは、大学病院

で悪性か良性か検査し、明日 24 日金曜日に結果が出ます。切

除から３～４日は、食事は御粥、お風呂はシャワーのみ、一週

間はアルコール禁止とお医者様から指示が出ました。そのため、

１９日の日曜日に開催された逗子開成アクターズミーティング

のバーベキュー大会等に参加予定でしたが、清水幹事と大野イ

ンターアクト地区副委員長に連絡し、休ませて頂きました。 

 毎年、健康診断や胃カメラ検査など健康には気をつけていま

したが、７０歳にして初めて悪い結果が出てしまいました。そ

ろそろ自分の体は自己責任で管理しなければならないと、実感

いたしました。 

 一年間、会長として健康に気をつけ、責任ある行動と自覚を

持って過ごしていきたいと思っております。宜しくお願い致し

ます。余談ですが、今日、明日、２日間市内で、ずし飲みが開

催されます。皆さん逗子の活性化の為に、是非、市内に繰り出

して参加して下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 

清水幹事 送付物：地区大会パンフレット 
開催案内：・9/8（土）１３時～ 
  「第４回ｲﾝﾀｰｱｸﾄ・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会ｱｸﾀｰｽﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ」 
   於：アイクロス湘南６Ｆ  
  ・9/11（火）１８時～ 会長幹事会   於：JINYA   
その他：8/19 ｲﾝﾀｰｱｸﾄ懇親会のお礼に地区より、鳩サブレ

を頂きました。各自お持ち下さい。 
委員会報告 服部国際奉仕委員長：エジプトに.あるアレク

サンドリアＲＣから連絡がございました。エジプ
ト横断チャレンジイベントに参加しませんかとい
う内容です。興味のある方は連絡下さい。 
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逗子ロータリークラブ Weekly Report 

第３回ｲﾝﾀｰ･ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会／地区ＩＡＣｱｸﾀｰｽﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ懇親会  
（BBQ 大会）  於：逗子開成 2018/8/19 

８月の誕生日・結婚祝い 

例会日 

第 1･2･4木曜日 12:30 

第 3木曜日  18:30 

第 5木曜日  18:00 

例会場：「カンティーナ」 

逗子市新宿 1-3-15 

TEL：046-870-6440 

事務所：逗子市桜山 6-3-29 

TEL＆FAX：046-873-0226 

―2722 回 例会記録 2018 年 8 月 23 日― 

会 長◆山本 由夫 

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆大野 宏一 

副会長◆福嶋 謙之輔 

    鈴木 安之 

幹 事◆清水 惠子 

ＳＡＡ◆矢部 房男 

会計◆岡本 久 

直前会長◆村松 邦彦 

会報委員長◇宝子山 泰久 

山本会長の時間 

本日の進行（18:00） 
会員増強・退会防止フォーラム
（担当三宅会員・菊池会員） 
ゲスト：松下力氏（地区会
員増強・会員維持委員長） 
―次回のお知らせ― 
9 月 6 日(12:30) 

木村昌彦氏 
（横浜国立大学付属小中

学校校長） 
「ガッツのある子どもを

育てる指導方法」 

表彰 

山本会長   べネファクター 

       ポールハリスフェロー+３ 

矢部(光)会員 ポールハリスフェロー+５ 

逗子開成中学校・高等学校 海洋センターにて、

地区インター・ローターアクト委員会（ＢＢＱ

大会）を行いました。逗子開成インターアクト

クラブの提唱クラブとして逗子 RC がホストを

つとめました。当日は、天気に恵まれ、風も穏

やかで、バーベキュー日和となりました。藤吉

会員が食材・機材を手配、逗子 RC 会員によっ

て海洋センターのポーチにて調理を行い、出席

者にお昼ご飯を振る舞いました。焼き肉・焼き

そば・フランクフルト・ごはん・スイカ・小さ

なお菓子そして綿菓子機械も出して、学生達・

先生達との交流をはかりました。 (大野会員) 



 

 

 

 

 

                                               

               

 

 

プロフィール 
柴田 雄一郎氏 （Icrie-Lab 代表理事） 
■IT 系新規事業企画 
・プロジェクトマネージメント  
・“地域経済分析システム＜RESAS＞”（内閣府・経産省） 
・“⾳楽配信サービス”(メディアラグ・ソフトバンク）   
・“ITプロモーション事業推進“（トヨタ⾃動⾞）   
・“ファミマドットコム”コンサルティング（Family Mart） 
 ■イベントプロデュース   
・野外⾳楽フェス「FreedomSunset」＠江ノ島  
・メディアアートフェスティバル＠逗⼦  ・逗⼦アートフェスティバル 2017  
 ■教育   
 ・逗⼦市 共育ネットワーク推進事業業務委託   
 ・産学連携コーディネーター    産業能率⼤学×武⽥双雲 （パタゴニア）    ⽇本電⼦専⾨学校（トヨタ⾃動⾞）  
  ・熊本⼤学法学部 ⾮常勤講師   ・京都造形美術⼤学 ⾮常勤講師  

 ■ミュージシャン（トランペッター・DJ） 

 

アートフェスティバルに携わり始め、５年くらいになります。私は元々トヨタ自動車の IT プロダクション戦略やファミリーマート

のインターネット戦略のコンサルティング、それ以外では音楽フェスティバル・アートフェスティバルのイベントプロデュース等を

行っておりましたが、なぜ逗子アートフェスティバルをやる様になったかと言うと、2015 年にとても大きな仕事の転機となるあ

るデータが発表されました。 

 

◯消滅可能性都市 

現在全国 1800 の自治体がありますが、これが 2040 年になると半分になると言われています。（日本創成会議・人口減少問題検

討分科会推測）また 2100 年の日本の総人口は 4771 万なるとデータも出ており、それに伴い税収も減り、公共施設が維持・医療

機関・商業施設も減り都市が機能しなくなると言われています。 

次に日本の国際経済成長率は 188 国中 155 位であり生産年齢人口（15 歳以上 65 歳未満）は 45 年後には先進国の中で最下位 

まで落ち、世界的貧窮国に。そして皆さんも期待しているオリンピック、こちらは関連経費総額が 3.6～4.8 兆円に対して経済効果 

は大会終了10年で32兆円あると言われています。しかし過去30年間でオリンピック後に景気が良くなったのはアトランタのみ、 

実際に長野五輪では 17 年経った今も 2 兆円の負債を抱えています。 

 

◯オリンピック開催が地方消滅に拍車をかける 

東京 2020 五輪は全国で 81.5 万人の人材ニーズ・その年だけでも 26 万人の雇用を生むと言われていますが、五輪終了後地方に

戻らない大量の若い生産性の高い人達が生まれ地域の生産性は圧倒的に落ちてしまいます。 

そんな地域課題の中で逗子の少子高齢化率は神奈川県第２位です。その中で何をしたらいいのかを考えた時、アートによる地域課題 

解決をテーマにしました。なぜアートかと言いますと子供から大人まで一緒に作る事が出来、アートを通じて人が繋がり素敵な街に 

なっていく事で子供達がずっと住み続けたいと思うシビックプライドの構築、またそんな取組を行っているという逗子のプロモーシ 

ョン・移住推進等を概念にしました。しかし、市の税収は１０億円も減少、極端な財政対策で昨年まであった予算は０円になりまし 

た。財源も無く、辞めてしまおうかと提案しましたが、市民の方が自分達でやろうという事で立ち上がってくれました。まず 200 

万円は自分達で稼ごうという事でスタッフは 5000 円ずつ、足りない部分はクラウドファンディングでも寄付を募っております。 

自立した持続可能な街を自分達で作れる環境を作っていく為にはまだまだ足りない状況ですので、是非よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

逗子アートフェスティバル 
柴田 雄一郎氏 
ＺＡＦ２０１７プロデューサー 

【出席報告】  会員数 49 名（出席免除 4 名）   

出席者 27 名 出席率 57.４４% 

 

山本（由）君…ロータリー財団の表彰を頂きました。残暑が厳し

い時です。御身体を大切にお過ごし下さい。 

清水（惠）さん…8/19 インターアクト BBQ 親睦会お疲れ様。 

福嶋君、船津さん…柴田さん、スピーチ宜しく。 

鈴木（安）さん…熱中症で倒れそう。 

安藤君…ヨットで三宅島、神津島、と伊東へ廻って、江の島へ無

事帰港。風が強かった。 

矢部（光）君、山口君、矢部（房）、三宅君、服部君、森澤君、中

根君、清水（信）君…柴田雄一郎様卓話宜しくお願い致します。 

橘（武）君…アジア大会池江りか子さん応援しています。 

臼井君…ハイランドの盆踊り無事に終わりました。 

 

 

ニコニコＢＯＸ 本日合計  ￥３８,0００   累計 ￥３１０,０0０ 
 

草柳君…防災環境三浦南地方はほとんどなしすばらしい地

域です。 

宝子山君…柴田雄一郎様、逗子アートフェスティバルのお

話、楽しみです。 

桐田君…今晩は「逗子呑み」ほどほどに！！ 

菊池君…逗子アートフェスティバル今年もやります。 

山本（三）さん…残暑さらに厳しく御身体大切に。 

匂坂君…長女がアメリカへ留学に行き、寂しくなります。 

横山君…いろいろがんばります。 

大下君…今月 8 月誕生日です。 

岡本（一）君…残暑厳しいですね。 

 

 

 

財団ニコニコ 矢部（光）、鈴木（安）   各＄10 

米山ニコニコ 臼井            5,000 円 

船津、鈴木（安）、大下   各 1,000 円 

担当：中根 


