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のご紹介で、シネマアミーゴの長島源様で
す。「逗子海岸映画祭から池子音楽祭まで」
と題してお話を伺います。後ほど宜しくお
願い致します。9 月 10 日地区のゴルフ大
会で逗子チームが 3 位になりました。参加
された方、おめでとうございます。
一昨日の 9 月 11 日（火）
、鎌倉大船ロータリークラブ・田
中哲会長の主催で、会長幹事会が大船小袋谷の JINYA という
店で開催されました。はじめに地区公共イメージ委員会の辻彰
彦委員長より、End Polio Now キャンペーン等の活動グッズ
について説明があり、逗子ロータリーは 9 月 30 日のビーチボ
ール大会、10 月 21 日の逗子市民まつりへの参加を伝えまし
た。グッズについては今後考えていきたいと思っております。

「オリンピックからエ
ベレストへ」

2018 年 9 月 13 日―
幹事報告

山本会長の時間
こんにちは。今日の卓話者は、菊池会員

（プロスキーヤー、医学博士）

清水幹事 週報：横須賀 RC
開催案内：11 月 10 日（土）13:00～16：00
「社会・国際奉仕セミナー」於：アイクロス湘南６F
対象者は会長エレクト、社会・国際奉仕委員長・入会３
年未満の会員
委員会報告 村松雑誌委員長：ロータリーの友 9 月号より、
今回も、是非お読み頂きたいページをピックアップい
たしました。中でも、
「子供の貧困問題について」の記
事がございます。日本でも、問題となっておりますの
で、是非、ご一読頂き、考えて頂きたいと思います。
別件ですが、北海道へ旅行しておりました。旅行中に
震災にあい、大変な思いをしました。この経験をし、
蓄えが大切だと改めて思いました。
臼井米山奨学委員長：8 月 25 日地区米山奨学セミナーへ
行きました。以前は 20 億円あった寄付も 13 億円に
なってしまいました。つまり、留学生の為の寄付金で
ありますので、留学生も減ってしまいました。どうぞ
皆様ご寄付の協力をお願い致します。

続いて岡野 AG より地区大会の説明があり、その後、来年 3
月 2 日、第二グループ IM 担当の葉山 RC についてお話があり
ました。第二グループ 5 クラブを 1 日で周る IM にしたらどう

地区ゴルフ大会団体戦逗子 RC チーム 3 位入賞

かとの提案があり、鎌倉大船 RC をスタートし、鎌倉３グルー
プ・逗子・葉山と、最後は葉山 RC で終了、その後逗子へ戻り
参加者で飲み会をするとの計画も出ました。移動はバスをチャ
ーターして回ってはどうかなど、色々な意見が出ましたが、こ
れから徐々に煮詰めていくとの方針で終わりました。
翌日の昨日、私と幹事 2 名で葉山 RC へ表敬訪問を行いまし
た。例会の中で、葉山 RC が送り出すロータリー財団学生・石
山紗衣さんがご挨拶されました。9 月 16 日にイギリスのブリ
ストル大学へ向けて出発し、34,000 ドルのグローバル補助金
を使って、1 年間勉強し帰国するそうです。
話が変わりますが、一昨日の会長幹事会のあと、岡野 AG・
葉山 RC 関根会長・私の 3 名で、あるお店で飲食をして帰りま

財団ニコニコ 大野
＄2００
鈴木（安）、矢部（光）、桐ケ谷、 各＄10
米山ニコニコ 大野
20,000 円
船津、鈴木（安）、桐ケ谷、 各 1,000 円

したが、翌日、3 名とも体調不良（胃腸系）となりました。原
因は特定できませんが、この時期に生ものを食べる際は充分注
意して下さい。これで終わります。

【出席報告】

会員数 49 名（出席免除４名）
出席者 32 名

出席率 66.66%

プロフィール
1978 年神奈川県逗子市生まれ。
CINEMA AMIGO 館長。
モデル、ミュージシャンとしても活躍。2009
年、30 歳の時に友人二人と生まれ育った逗子
に カ ル チ ャ ー 発 信 型 の 映 画 館 CINEMA
AMIGO を立ち上げる。逗子海岸映画祭では
実行委員長を務める。
原点は小さな映画館
逗子に「シネマアミーゴ」という映画館を経営し、小さいながら映画好きの市民交流の場を運営している。5 年前からは映画
好きが原点となり、逗子の文化発展を志し逗子海岸にて小食堂、バザーを含め逗子ビーチフェスティバルを開催、逗子映画祭
と名付け市民の憩いの場を提供し多くの顧客を呼び込んでいる。「逗子アートフェスティバル」(以後ＺＡＦ)は当初は逗子市の
財政支援を受け発足したものの、2018 年は緊急財政対策で金銭的支援は喪失する。一度は開催が白紙になったが自主開催を
求める声から、
「逗子アートネットワーク」を発足、市民を中心に全国から 130 人の共鳴者が集まり自立したコミュニティに
よる運営が始まり「ニューＺＡＦ2018 年」を目指す。街づくりには逗子市民の共鳴と若者を呼び込むことが大切。少子高齢
化と人口減少の中、広く人々に逗子の魅力を伝え、居住へのあこがれが生まれれば逗子の発展に大きな寄与が出来ると信じて
いる。映画祭は逗子を皮切りに日本全国に活動の場を広げ、海外でも映画を通じ日本文化を紹介している。また、国際映画祭
を招聘、大きな発展につなげている。
池子の森音楽祭スタート
2017 年、映画祭と共に第 1 回音楽祭も開催を実行。池子の森は逗子の中で手つかずの
自然が残り、ポテンシャルを秘めている場所。自然を守りながら、人々に憩いの場を提供
する。昨年は、10 日で 2 万人を動員し市民活動の一環として成果を上げている。池子の
森は野外音楽祭、カルチャーにアンテナを張っている人にも刺激を与える十分な要素を持
っているので、ここから逗子市民だけでなく広くアーティストが生まれる音楽祭に進展す
ればと考えている。祭りの目的はネガティブからポジティブな町づくりを心がけ提案型ア
ート作りを模索している。共鳴者と共にコミュニティの運営が出来れば逗子の魅力を伝え
られる。今年はワークショップ広場を広げ、映像とのコラボレーションを行う予定。逗子
に限らず要望があれば全国に出かけ、地元と密着した活動を展開したい。
更なる発展へ
映画、音楽に限らず逗子海岸での塩づくり、アートフォリオ展、シティ・キャンバスプロ
ジェクト、ホールに描くガラスドローイングなど、広く人々と共に歩む芸術活動を実践し、
逗子育ちのアーティストの育成、市民参加の芸術祭など、活動の場を広げて行くことを思
考している。今後皆様の応援を頂ければ幸いです。

担当：村松 邦彦

ニコニコＢＯＸ

本日合計

￥４２,0００

山本（由）君…酷暑からいきなり涼しくなりました。体調管理に
気を付けてお過ごし下さい。
清水（惠）さん…涼しくなりました。今日も元気で過ごしましょう。
鈴木（安）君…昨日軽井沢、何と 11 度寒くて寒くて。
福嶋君…つかの間の秋の気配、でも、赤トンボはスイスイ。
毛利君…元気にしています。
安藤君…六本木での JAZZ は楽しかったです。
船津君…長島さんスピーチよろしく。
矢部（光）君、橘（武）君、臼井君…長島様スピーチ楽しみです。
山科君…久しく欠席しておりました。
矢部（房）君、草柳君、山口君、矢島君、大野君、山本（三）さ
ん、桐ケ谷君、清水（信）君…長島源様卓話宜しくお願いします。
村松君…お休み頂きすみません。リフレッシュできました。
宝子山君…このまま涼しくなって欲しいです。
三宅君…遅くなり申し訳ございません。

累計 ￥４３４,０0０

松井君…67 クラブ中、地区ゴルフコンペクラブ対抗戦 3
位に入賞しました。
桐田君…涼しくなり仕事がはかどります。
菊池君…来月より逗子アートフェスティバル開催します。
長島源さん、卓話宜しく。
岩堀君…過ごしやすくなり、気持ち良いですネ！
横山君…6 年ぶりで人間ドックに行ってきました。
横瀬君…映画大好きです。長島様卓話よろしく。
中根君…ビーチバレーの練習はじめています！！
大下君…ようやく暑さもやわらぎました。
岡本（一）君…9 月に入るとこうも涼しくなるものですか
ね。長島様卓話楽しみにしています。
地区ゴルフ参加者一同・・・おかげ様で 3 位になりました。
感謝！ニコニコに賞金を寄付します。

