２０１０年

１１月

１７日

第２１７８回

No.１８

『卓話：ロケ地としての日野市』 日野映像支援隊 代表 中川 節子 様
【 会長挨拶 】

≪例会プログラム≫

井村 廣巳 会長

【司会】
松浦 信平
例会進行委員

いよいよ寒い季節になってきました。
風邪をひかぬようご自愛ください。
本日は東京日野プロバスクラブ篠原会長・菊池副会長・
澤田幹事の皆さんご来訪ありがとうございました。
後藤会員より出席免除の申請があり、持ち回り理事会にて承認されましたので
ご報告申し上げます。
１１月２７日には「子守唄・読み聞かせと落語の会」があります。
是非出席して下さい。
１１月２９日はＩＭですこちら出席もお願い致します。

【 幹事報告 】

小宮 延雄 幹事

・七生特別支援学校より学習発表会のご案内が来ています。
日程は、12/3 と 12/4 になります。

地区財務報告が来ていますので回覧いたします。

会長

篠原 昭雄 様

設立に際し、ロータリークラブの皆様には、大きなご支援を
頂きましたので、菊池副会長、澤田幹事とともに、
お礼にまいりました。
現在、会員は役３０名、開設にあたり、設立準備委員会を
６月に立ち上げ、１０月に設立総会を開く事が出来ました。
日野ロータリークラブ、飛火野ロータリークラブ、八王子プロバスクラブの
皆様のご支援で、設立できた事をご報告すると共に、感謝申し上げます。

【 ４５周年記念誌委員会 】

飯作 金彦 委員長

４５周年にともない、記念誌を発行いたします。
皆さんの挨拶文を記念誌に掲載しますので、350〜400 字程度で
お書きいただき、ご提出をお願い致します。
用紙はメールボックスに入っております。
提出方法は ＦＡＸ か メール でお願いします。

１２月３１日

【国歌・ロータリーソング】
ソングリーダー
熊井 治孝 君
『我らの生業』
【ヴィジター・ゲスト紹介】
卓話講師
ＮＰＯ法人 日野映像支援隊
代 表 中川 節子 様
東京築地ＲＣ
成瀬 邦雄 様

・国際ロータリー第 2750 地区より、

【 東京日野プロバスクラブ 】

【開会点鐘】
井村 廣巳 会長

締め切りとさせていただきます。

東京飛火野ＲＣ
志野 与志野 様
東京日野プロバスクラブ
会 長 篠原 昭雄 様
副会長 菊池 昭雄 様
幹 事 澤田 研二 様

【ニコニコ報告・忘年会】
山下 雅弘 親睦･会報委員長
【出席報告】
松田 忠泰 出席委員長
【東京日野プロバスクラブ】
会 長 篠原 昭雄 様
【４５周年記念誌委員会】
飯作 金彦 委員長
【会員・プログラム委員会】
森岡 弘通 会員研修担当

【会員・プログラム委員会 】

森岡 弘通 会員研修担当

１１月１０日に、十数名のご参加をいただき、
日野市生活保健センターにて、第２回の会員研修を行いました。
谷井さん、松田さん、野村さんのパスト会長３名と、入会歴の浅いメンバーを中心に、
非常に良い研修が出来たことを、ご報告申し上げます。

フィルムコミッションは、１９４０年代にアメリカで始まった世界的な組織ですが、
日本では、２０００年にはじめて導入されたんです。
私は４０年、映像に関わってきて、現場の事は知り尽くしていますので、
この日野だったら、フィルムコミッションを立ち上げられると思いました。
なぜかと言うと、日野には高幡不動はありますが、大きな建物や特別な建築物が
無いのが良いところで、ドラマに合わせて、日野以外の街になれるし、
住宅街でありながら、緑や丘陵も多く、撮影にはとても適しています。
フィルムコミッションを立ち上げる際に、何度も市役所に足を運びましたが、なかなか理解が得られなかった
わけですが、火曜サスペンス劇場の撮影がキッカケで、日野市でのフィルムコミッションがスタートします。
実際に撮影をやってみて、現場を見て、皆さんフィルムコミッションのイメージがつかめたようです。
そして、大河ドラマ新撰組の前年に、はじめて市から予算が付きました。
その年（2005 年）には、キムタク主演のエンジンというドラマの撮影を皮切りに、
『県庁の星』
『日本沈没』
『１４歳の母』などの撮影が、次々に行われました。
『２０世紀少年』
『モンスターペアレント』などの撮影にも使われたんですよ！
なぜこの様な事業をやっているかというと、
撮影に利用してもらう事により、脚光を浴びず埋もれた文化資産や地域の魅力を、多摩ブランドとして、
アピールしていき、地域活性化につなげようと言うのが大きな狙いの一つです。
それによって、地域の人々の意識が変化し、自分達の街に誇りを持ち、愛着が沸いてきます。
そういった時の、子ども達の変化はとてもわかりやすいですよ。
フィルムコミッションは、今ある日野市の資産を活用して、ロケ支援が出来るのがとてもよいところですが、
組織としては、私の後継者を育てるのが、一番の悩みになっています。
最後に、活動を始めて１０年になりますが、ロケ支援という立場から日野市を見てきました。
この１０年で、田園風景が少なくなってしまったなぁ・・・と感じます。

年々、農地も減っています。

ロケの為に土地があるのではなく、それぞれの土地所有者さんのご事情もおありだと思いますが、
田園風景を残す為に、行政としても、何か手を打ってくれたら良いのになぁ、と感じる事があります。
また、ずっと携わっていると、街のたたずまいの特徴が乏しいなぁ・・・と感じるようにもなってきました。
例えば、日野駅の駅舎は趣があってよいのですから、駅前ロータリーをもっと上手く活かせないかと思います。
また、日野市には用水が多くありますが、点と点という感じでバラバラです。
もっと、線につながっていくと良いと思いますし、水車小屋の色がバラバラなのも勿体無いです。
水車小屋の色が統一されるだけでも、町並みの一体感が生まれ、素晴らしい景観に変化すると思います。
日野市にフィルムコミッションを根付かせる為、頑張りますので、皆様、応援をよろしくお願いします。
本日は、貴重なお時間をいただき、ありがとうございました！！

１１月２７日 【社会奉仕：子守唄と読み聞かせと落語】
【 会長挨拶 】

井村 廣巳 会長

本日は土曜日の午後、ご多用のなか「子守唄・読み聞かせ落語の会」にご出席頂きまして、
誠にありがとうございます。東京日野ロータリークラブを代表して御礼申し上げます。
東京日野ロータリークラブは、社会奉仕活動の一環として使用済み切手・バザー・浅川清掃などを行っています。
今回の企画はロータリー財団、地区補助金を使ってのプログラムです。光の家理事長田中さま、
子守唄協会の皆さんのご協力により本日を迎える事ができました。皆さんに楽しんで頂ければ幸いです。
日野ロータリークラブは今後も、社会奉仕・新世代奉仕を中心に活動して参りますので、益々のご理解を
よろしくお願い致します。本日はご参加頂きましてありがとうございました。

インターシティーミーティング（ＩＭ）
２０１０年

１１月

２９日

第２１７９回

No.１９

【 ニコニコ報告 】
本日のニコニコ：

山下 雅弘 親睦･会報委員長
9,000 円／累計 339,245 円

ビジターフィー： 10,000 円／累計
井村廣巳

君

18,000 円

東京日野プロバスクラブ会長 篠原さん、菊池さん、沢田幹事さんようこそ
いらっしゃいました。いよいよ寒くなってきました。皆さん、カゼに気をつけましょう

.

小宮延雄

君

日野映像支援隊の中川節子様、卓話よろしくお願いします。

成田恭隆

君

本社移転が決まり、ホッとしています。

和田達也

君

中川さん、ようこそいらっしゃいました。卓話を楽しみにしています。

山下雅弘

君

12/21(火) 18:00〜 パレスホテル立川にて、クリスマス忘年会を開催します。
奥様に喜ばれる企画が満載ですので、ご夫婦そろって、ご参加下さい！！

【 出席報告 11/17 】松田 忠泰 出席委員長
＜事前のメーキャップ＞
杉田純一 君（飛火野ＲＣ）
谷井正剛 君（理事会）
野村圭伊 君（会員研修）

会員総数
出席総数
(出席免除数) (免除者出席数)

ＭＵ

欠席

出席率

本日報告

36
(7)

20
(1)

事前(3)

7

76.67 %

前回訂正

36
(7)

20
(2)

(3)+0

8

74.19 %

前々回訂正

36
(7)

17
(2)

(7)+0+0

7

77.42 %

ＭＵ

欠席

出席率

【 出席報告 11/29（ＩＭ）
】
＜事前のメーキャップ＞
松浦信平 君（会員研修）
仲谷政毅 君（日野受付）
山口徹雄 君（会員研修）
山村侑偀 君（日野受付）

会員総数
出席総数
(出席免除数) (免除者出席数)
本日報告

36
(7)

19
(0)

事前(4)

6

79.31 %

前回訂正

36
(7)

20
(1)

(3)+0

7

76.67 %

前々回訂正

36
(7)

20
(2)

(3)+0+0

8

74.19 %

【 今後の予定 】
■12 月 1 日■

月例祝賀・年次総会

■12 月 8 日■

卓話

■12 月 15 日■

年内最終例会

『現代の出版事情』

中山 真敬 様
精進料理

■12 月 21 日 18:00〜20:30■ クリスマス忘年家族会（
『立川パレスホテル』にて）

≪例会変更のお知らせ≫

≪ローターアクトクラブ例会予定・活動予定≫

八王子 RC
八王子西 RC
八王子南 RC
多摩 RC
飛火野 RC

例会場：日野ＲＣ事務局 ／

11/25
11/26
11/24
11/16
11/30

29 日の多摩南ｸﾞﾙｰﾌﾟＩＭに振替
29 日の多摩南ｸﾞﾙｰﾌﾟＩＭに振替
29 日の多摩南ｸﾞﾙｰﾌﾟＩＭに振替
夜間例会に振替
29 日の多摩南ｸﾞﾙｰﾌﾟＩＭに振替

時間：19:00〜20:30

・12/ 4(土)

第 936 回例会（ＢＨｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ）

・12/18(土)

第 937 回例会

※ ローターアクトの例会はメーキャップになります！

東京日野ロータリークラブ会報
事務局：〒191‑0042 東京都日野市程久保 3‑37‑3
℡：042‑594‑3711 fax：042‑593‑0510
例 会：毎週水曜日（12:30 より） 例会場：高幡不動尊客殿
ＵＲＬ：http://www.hino‑rotary.org
メール：info@hino‑rotary.org

会
長：井村
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事：小宮
会報委員長：山下
会 報 委 員 ：秋間
仲谷

廣巳
延雄
雅弘
晴行 ・ 谷井 正剛
政毅 ・ 横倉 利夫

