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国際ロータリーのテーマ
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5月は青少年奉仕月間です。
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前 週 の 例 会 報 告
新会員卓話

現在の会社に入るまでと映画業界の現状について
寺 内 孝之 会 員

今回、新人会員の卓話ということで何を話せばよいかいろいろ考えましたが
現在、映画関係の仕事についておりますのでその業界の現状とその会社に入る
前の仕事についての話をさせて頂こうと思います。
３年前に現在の仕事に就くまでは、10年近く東京都府中市で設計関係の仕事
についておりました。鉄道関係でし
たので北海道・北陸・九州新幹線な
どの高架橋・橋脚等の設計をしてま
した。
仕事としては、設計した内容が具体的に完成し、実際に出来上がっ
たものを観れる喜びや多くの方が利用する鉄道事業に携われたこと
は今も大事な経験・思い出として残っています。
会社自体もアットホームな雰囲気で、人間関係にも恵まれ充実し
た仕事ができていました。その後いろいろ悩みましたが、３年前に
 

父親の経営する会社に入ると決め現在に至っております。

近年の映画業界の現状 〜映画上映方式の変遷と上映作品の傾向〜

現在の会社は、映画館でのCM上映（広告関係）イベントなどでの映画上映がメインの会社ですのでここか
らは映画業界の現状などをお話し出来ればと思います。
10年近く前から映画の上映は35mmフィルムでの上映から、デジタルシネマプロジェクターでの上映が主流
になっておりシネコンと呼ばれる複合映画館の95％以上がデジタルの上映になっています。
映画館・スクリーン数・映画本数は年々増えていますが、本数が多いゆえに一か月もしないうちに終わって
しまう作品も多くなっているのが現状です。
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2018年は近年の傾向ですが、ドラえもん・コナン等のアニメ系の作品が強く、大人向けではボヘミアン・
ラプソディー、グレイテスト・ショーマン等の音楽系の作品が注目されました。
昔の映画等も上映しておりますが、2019年春〜劇場での注目映画、個人的なおすすめ映画、これからホー
ル等で上映予定の映画等をプロジェクターでの画像と併せてご説明させて頂きます。
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最後に、広告関係の仕事でもありますので、4/26 〜各映画館で上映予定の一部劇場CM（シネアド）を映像と
ともにご紹介させて頂きます。
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以上となります。ありがとう
ございました。
今後ともよろしくお願いいた
します。

国際ロータリー第2820地区 2018-19年度

地区大会報告

４月20日㈯
４月21日㈰

水戸プラザホテル

ザ・ヒロサワ・シティ会館（茨城県県民文化センター）

会長・幹事会、RI会長代理歓迎晩餐会ほか
本会議（表彰、講演会等）、大懇親会

大会スローガン 「ロータリーの心と力を地域社会へ」
21日の本会議には、中型バスを手配して多くの会員で参加しました。米山
奨学金の「累計1億2千万円寄付」達成クラブとして、会長代理として参加し
た竹内副会長が壇上で高橋ガバナーより表彰を受けました。大会の記念講演
は長年、動物保護や啓発活動を続けている杉本彩さんで、「人と動物が共に幸
せに暮らせる社会の実現に向けて」をテーマにした講演でした。茨城県内に
もNPOの名のもとに動物保護団体でありながら、実態は劣悪な環境下で虐待
に等しい扱いをしている団体が複数あることに驚かされました。

0地区表彰

◆米山記念奨学会部門

決議委員長を務めた廣瀬PG

感謝状受賞

（2017.7.1〜2018.6.30）
・高額寄付達成倶楽部
1億2千万円
・個人平均寄付額25,000円以上達成倶楽部
第１位 44,708円
・寄付総額

客席の土浦メンバー

懇親会の模様

第３位

（その他、詳細は現況報告書に記載します。）

十六夜アート倶楽部
平成31年4月25日㈭

18:00〜

「茶席の禅語」 和敬静寂

於：かね喜 本店

一期一会

講師：飯山孝之・前野雅代

通算で４回目となる「十六夜アート
倶楽部」に、今回はじめて参加してき
ました。今回のテーマを一言で現せば
『禅と茶』になるかと思います。飯山
さんと事務局の前野さんを講師にお迎
えし、
「禅道（仏道）」と「茶道」のそ
れぞれの「道」について、経験を交え
ながら分かりやすく説明していただき
ました。飯山さんからは修行時代の日
常から食事作法、また食事が持つ修行
としての意味合いを、前野さんからは
茶道の歴史から紐解く時代時代での茶
道のあり方と変遷、そしてそれぞれの
作法の持つ意味合いを説明していただ
きました。
講師のお二人に特に事前の打ち合わせはなかったようですが、自然とお互いの「道」について共通する着地点
に帰結するあたりに、ロータリーの結束力を垣間見た気がします。また、講演後にはかねきさんの美味しいお料
理（大槻さん、いつも美味しいお酒の差し入れありがとうございます）に舌鼓を打ち、締めには前野さんから薄
茶を振舞っていただきました。ロータリアンの旺盛な知識欲と食欲を同時に満たす素晴らしい設えでした。講師
のお二方、座長の大場さん、会場と素晴らしい茶器を提供していただいた大槻さんにお礼申し上げ、参加報告と
させていただきます。ありがとうございました。

十六夜アート倶楽部

会 員

飯山、
大槻、大場、小原、

56名

金澤、
河合、
坂本、關本、竹中、渡邊
4/27
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米山記念奨学生及びカウンセラーの為の
オリエンテーション 金澤、藤澤
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2018-2019年度 国際ロータリー第2820地区
ロータアクト第27回地区大会 臼田、小野、
佐藤、
竹内、
沼尻

例会予告
5月 16日

誕生祝、結婚記念祝、入会記念祝、
ミニ卓話、「ロータリーの友」紹介

23日

卓話「青少年月間に因んで」

5月のロータリーレートは110円です。

格調高く、和やかに

S.A.A

