
  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【逗子市民まつりで行列ができたロータリーブース】 
11 月 6 日（日）に 3 年ぶりに行われ

た逗子市民まつりに、ロータリーブース

を出展し、エンドポリオ募金と環境問題

の啓発を行いました。ご協力ありがとうご

ざいました。 

【子供達から子供達へ伝える意義】 

新江ノ島水族館の桃井さんのご協力を得て、逗子開成

インターアクト６名が子供達へ、パソコンを使って環境問題

について伝えました。最初は、戸惑いながらのスタートでした

が、慣れてくるとインターアクトの生徒たちは、相手の子供の

年齢や興味に合わせて、丁寧にお話をしていました。短期間

でのその成長を見て、桃井さんは「感動した」と目頭を熱くし

ていました。 

【盛況を導いたチームワーク】 

行列ができるほどの盛況の理由は、鈴木弘毅会員が手

をふやかせながら１００個作った水風船ヨーヨーでした。その

他、ガチャガチャ（これも鈴木弘毅会員が持参）や、水鉄砲

などのオモチャが子供たちの興味をそそり、募金に導いてい

ました。多くの人数をうまく捌くためのチームワークも最高でし

た。大変、意義のある活動だと感じました。来年もよろしくお願

い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予  定 

11 月 17 日(木) 
18:30 堀江 敏氏「東逗子駅開業 

70 周年について」 

11 月 23 日(水) 
18:00 京都紫野 RC・逗子 RC      

合同例会 於：長島温泉「花水木」 

12 月 1 日(木) 
18:30 年次総会 役員・クラブ管理

運営上半期報告 下半期計画発表 

12 月 8 日(木) 
12:30 奉仕プ・広報・会員増強・R 財 

団関係上半期報告下半期計画発表 

12 月 15 日(木) 18:30 忘年会（カンティーナ） 

12 月 22 日(木) 休 会 

第 2894回 例会プログラム＜ハイブリッド＞ 

       於：カンティーナ 

12:30     開会宣言 三宅 S.A.A 

点 鐘  徳永淳二会長 

ロータリーソング斉唱 

会長の時間：徳永淳二会長 

幹事報告： 来信・告示事項 

委員会報告：  

出席報告： ニコニコ BOX 発表： 

13:00  卓話：戸井貴久氏「逗子アートフェス 

ティバル 2022 について」 

13:30  閉会宣言 三宅 S.A.A 

点 鐘  徳永淳二会長   

第 2894 回例会 逗子ロータリークラブ  WEEKLY REPORT 
    2022-2023 №17  2022 年 11 月 10 日 

 
例会日：第 1・第 3 木曜日 18:30 第 2･第 4木曜日 12:30 

第 5木曜日 18:00 

例会場：「カンティーナ」 逗子市新宿 1-3-35 TEL：046-870-6440 

事務所：逗子市桜山 6-3-29  TEL＆FAX：046-873-0226  

E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp 

Website: http://www.zushi-rc.com/ 

会 長：徳永 淳二 

会長ｴﾚｸﾄ：横山  健 

副会長：松井 一郎 

幹 事：矢部 房男 

ＳＡＡ：三宅  譲 

会 計：大野 宏一 

直前会長：服部城太郎 

会報委員長：稲垣  正 

徳永会長の時間  

 

2893回 例会記録 2022年 10月 27日 

【出席報告】出席数：20 名(Zoom2 名) 48.8％ 

【ゲスト】矢部仁美様（卓話）・矢部佐里様  

徳永理恵様（逗子小学校 PTA 会長）・徳永権三様 

【幹事報告】横須賀北 RC・鎌倉 RC より週報受理 

【委員会報告】 

 社会奉仕・森澤副委員長：11/6 市民まつり 社会福

祉協議会と出店協力。フードドライブに協力を。 

 桐田親睦活動・家族委員長：京都紫野RC合同例会に参

加の方は、ワクチン接種済証を提出のこと。 
逗子開成インターアクトクラブの皆さんに 

お手伝いをして頂き 募金額 43.233 円  

mailto:zushirc@sage.ocn.ne.jp


11月理事会報告 
・2022-23年度一般会計・ニコニコ会計執行状況報告 

・11/6市民まつり 社会奉仕委員現地集合 7:30一般会員は 

10:00～15:00参加。ポリオ・麻薬撲滅・フードドライブ募金。 

・東逗子イルミネーションへの寄付 1万円承認。 

・11/23-24京都紫野 RC との合同例会 スケジュール提示・ 

費用（クラブ負担:会員 25.000円、家族 10.000円）。 

・12/15忘年会：カンティーナで出席全会員がショートスピーチ。 

・名誉会員選任方法：継続審議。 

・逗子市池子接収地返還促進市民協議会委員-菊池会員が継続 

宅録(自宅録音)の機材 

逗子市民まつりに参加 

11/6(日) 於：池子の森 

自然公園陸上競技場 

 

 

 

元々、劇団ひまわりに所属、現

在は声優事務所(株)アル・シェアに

所属され、ボイスコミックなどを

中心に活動されている。 

声優業は舞台役者のアルバイト

からスタートしたが、現在では数

十万人が目指す人気職業。声優に

なるためには、①一般公募、②事

務所のオーデション、③養成所か

ら所属を目指す、④フリー活動等の

ルートがあるが、人との縁がモノを言う世界であり、事務所

に所属して人的ネットワークを作った上でフリーになるケー

スが多い。 

仕事の取り方は、全てがオーディションで決まるため、選

考現場は新人と大物が混在する異様な雰囲気。大手事務所が

キャスティング権を持っているケースもあり、所属の新人が

経験を積む場になっている。 

声優の仕事の内容は多岐にわたる。①アニメについては、

音声をとる時に映像が完成しているケースが少なく、ト書き

（台詞以外の登場人物の動作や行動、心情などを指示する文

章）を参考に画のシーンを想像しながら演じる点が難しい、

②吹き替え（海外映画の日本語収録）は映像が完成している

ので、役者の表情や演技、口の動き

に合わせながら演じる。アニメと違

い放映時間が長く１日がかりになる

ことが多い。どちらも収録ブースの

中に出演者全員が入り、複数人が 1

つのマイクの前で代わる代わる演技

をする点が気を遣う。③ナレーショ

ンは、事前に台本や動画がある場合

が多く、発注者の意思により声のト

ーンを変えて演技する。④ゲーム

は、掛け合いなどがあっても基本的

には 1 人で収録する。ボリュームが

多く１日で収録が終わらないことも

多い。⑤ボイスコミックでは 1 人３

役をこなすこともある。現在はユー

チューブのサンサンキッズＴＶの中

で、ビー・ビーちゃん（２歳のタヌキのキャラクター）の役

で活躍されている。中学・高校時代は舞台演劇に熱中されて

いたが、声だけで勝負する声優の仕事が演技の中で一番のプ

ロフェッショナルであるとの信念のもと、明るく楽しく誇り

を持って取り組んでおられるのが、とても印象的でした。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳永君：矢部仁美様、卓話、楽しみにしています！ 

矢部君：本日の卓話、娘がいたします。何卒宜しくお願い致

します。 

古畑君：すっかり寒くなりました。皆様、体調に気をつけて

ください。矢部様、卓話宜しくお願いします。 

松井君・石田君・大野君：矢部仁美さん、宜しくお願いしま

す。 

鈴木弘毅君・菊池君・山科君：矢部さん、卓話楽しみです！ 

橘 武君：矢部仁美さんお父さんの前で頑張ってね。 

木村君：声優についての卓話、楽しみにしています。矢部

様、宜しくお願いします。 

清水君：矢部様、本日は宜しくお願いします。愛犬が長寿で

表彰状を頂きました。 

森澤君：市民まつりが近づいてきました。ご協力を宜しくお

願いします。 

三宅君：今日も楽しや！ 

桐田君：17:30 の招集はきついです。 

横山君：昨日、ブルーノ・マーズ JAPAN TOUR ２０

２２ 東京ドームに行って盛り上がってきました。 

羽隅君：今日も宜しくお願いします。 

ニコニコＢＯＸ    本日合計 ￥４４，０００     累計  ￥５８９，０１０ 

矢部仁美様 

プロフィール写真 

寺本実月 作「今日から

パパは神様です。」 

のサイン本 

 

【担当：木村義幸】 

10/27卓話   「声優について」    矢部 仁美様 

逗子小学校 150周年 
記念事業に募金のお願い 
募金目標総額 100 万円 
一口 1.000円より 

PTA会長 徳永理恵氏 

人気の ヨーヨーと 

ガチャのうまい棒 

新江ノ島水族館の桃井さんと

逗子開成 IAC 学生による海の

環境問題の説明を聞く小学生 


