
 

 

R.I 会長 田中 作次 

国際ロータリー第2840地区 2012-2013年度 国際ロータリーのテーマ 

Ｐｅａｃｅ Ｔｈｒｏｕｇｕ Ｓｅｒｖｉｃｅ 

善意というものがないなら 
  ロータリークラブは唯の社交クラブだ。 
  職業は金儲けのためでしかなく、 
  社会奉仕というも施しにすぎず、 
  国際奉仕は外交以外の何ものでもない。 

２０１２年 

会長 北川 洋 幹事 大友 一之 
クラブ会報・広報委員会   山田 実・高橋 弘史・塚越 平人・村田 勝俊・桑原 志郎 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第２８３１回例会 
(９月３日(月)第１例会) 

９月１０日号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． 国歌斉唱 

３． 桐生市歌斉唱 

４． 「四つのテスト」唱和 

５． 来訪者紹介 

６． ロータリー情報アワー 

７． 結婚・誕生祝 

８． 乾 杯 

９． 会長の時間 

１０．幹事報告 

１１．委員会報告 

１２．卓 話 「きりゅう映画祭について」 

公益社団法人桐生青年会議所 

 地域発信委員会 

    委員長 池末 晋介 様 

 

１３．点 鐘 

 

 

〈卓話者〉公益社団法人桐生青年会議所 地域発信委員会 委員長 池末 晋介 様 

 

ﾛｰﾀﾘｰ情報ｱﾜｰ  ﾛｰﾀﾘｰ情報委員 塚越紀隆君 

９月１１日に会長指名委員会が１８：３０より吉野家で

開催されます。 

この指名委員会は、会長・幹事経験者で構成されてお

り、この指名委員会に推薦委員会（直近３代の会長・幹

事）より推薦された会員が、委員会の承認を受けて次々

年度の会長候補者として認められることになります。 

 

結婚祝  

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

 

 

会長の時間 

昨日行われました家族納涼会には、大勢の皆様にご

出席いただきまして誠にありがとうございました。

お陰様で明るく楽しく元気よく開催することができ

ました。坂入会員ならびに親睦活動委員会、SAA 皆

様のご協力には大変感謝いたします。また 9月 9日

には、新治中央運動公園野球場にて RC群馬野球大会

が開催されます。桐生 RCは前橋 RCと対戦いたしま

すので、ご都合の付く方は是非応援に駆け付けて下

さい。 

そして今日 9 月 3 日は「睡眠の日」だそうです。9

月は統計上、日本中で睡眠不足と感じる方が 70%も

いるそうです。毎日 6 時間以下の睡眠ですと、病気

が悪化するということで、最低でも 7 時間半くらい

の睡眠を取ることが健康には良いとされております。

皆様もこの暑い中、睡眠不足には十分にお気を付け

下さい。 

《報 告》 

・8/20 第１回クラブ協議会 

・8/25RID2840 地区第３回ガバナー補佐・委員長会議 

  桐生ﾌﾟﾘｵﾊﾟﾚｽ（地区大会説明 舘君・大友君・柳君） 

・8/27 地区大会総務部会 疋田 G 事務所 

    家族合同納涼会  海鮮ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ美喜仁館 

・9/1 野球部練習試合  桐生ＲＣ ＶＳ 桐生赤城ＲＣ

堀   明君 33 回 
岡部信一郎君 32 回 
山上 達也君 22 回 

岸田 信克君 69 歳 
藤江  篤君 63 歳 
高橋 弘史君 41 歳 
 

ようこそビジター 



 
《予 定》 

・例会終了後、第 3 回定例理事会 

・9/5(水)桐生５ＲＣ会長幹事会 18：30～うおせん 

・9/9(日)野球群馬大会 新治中央運動公園野球場にて  

      桐生 RC VS 前橋 RC 

・9/10(月)例会、善行青少年表彰 

 

幹事報告 

・本日疋田ｶﾞﾊﾞﾅｰと坪井地区副幹事は、ガバナー訪問

に出掛けております。 

・国際ロータリーより、ロータリーレートのご案内です。 

 ９月は、１＄＝８０円です。 

・ガバナー事務所より「第１１回ロータリー全国囲碁大

会」のご案内が届いております。 

・安藤直前ガバナー事務所より「地区資金会計報告書」

が届いております。 

・本田ガバナーエレクト事務所より事務所開設のご案内

が届いております。 

・わたらせ養護園より「とんがりやね」が届いております。 

・2012－2013 年度クラブ現況報告書が出来上がりまし

たので、ロータリーの友と一緒に挟んであります。 

・桐生南、桐生西、桐生赤城、伊勢崎中央の各ＲＣより

クラブ現況報告書が届いております。 

・桐生南、桐生西、桐生赤城の各ＲＣより週報到着。 

・本日、例会終了後、定例理事会を開催致しますので、

関係理事役員の方々は、ご出席の程よろしくお願い

致します。 

・次週１０日(月)の例会は、善行青少年表彰となりますの

で、よろしくお願い致します。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 24 年 9 月 3 日) 

総員 67 名：出席 47 名 

平成 24 年 8 月 20 日例会修正出席率：83.33％ 

ニコニコボックス 

北川洋君…家族合同納涼会大変盛大に開催されまし

た。特に親睦活動委員会、S.A.A さんには大変お世話

になりました。ありがとうございました／山上達也君…

8/27 家族合同納涼会で 32 型 TV が当りました／金子

篤郎君、川島康雄君、大友一之君、澤田匡宏君、久保

田寿栄君、山田実君…8/27 家族合同納涼会でビンゴ

が当りました／久保田寿栄君、朝倉剛太郎君、後藤圭

一君、高橋弘史君…桐生青年会議所池末様をお迎え

して／北川洋君…桐生市サッカー協会主催の 8/19 女

子サッカー教室及び 8/26 女子サッカーリーグが無事終

了しました／養田隆君…乾杯をさせて頂きます／藤江

篤君…第９回おばけ寄席、お蔭様で多くの方に来て頂

きました。ありがとうございました／岡部信一郎君、山上

達也君…結婚祝／岸田信克君、藤江篤君、高橋弘史

君…誕生祝。 

国際奉仕委員会 

国連 UNHCR 協会より寄付とヒューマン・シネマ・フェス

ティバル 2012 のご案内が届いております。 

ロータリー財団委員会 

疋田 博之会員  ＄1,250 

米山奨学委員会 

柳 明彦会員  3 万円 

卓 話 

 

 

 

 

 

 

まず、伝統ある桐生ロータリークラブの例会にお

呼びいただき誠にありがとうございます。本日は貴

重なお時間をいただき、9 月 22 日・23 日に開催さ

れるきりゅう映画祭についてお話させていただきま

す。 
きりゅう映画祭は昨年、桐生青年会議所の創立 55

周年事業として初めて開催されました。桐生市・み

どり市をロケ地とした短編映画を 4 作品製作し、東

京で開催されるショートショートフィルムフェステ

ィバル＆アジア（SSFF）にて特別上映し、7 月にき

りゅう映画祭として上映いたしました。 
昨年のきりゅう映画祭には 1500 人を超える人々

が集まり、シルクホールに立ち見が出る程でした。

当初は昨年 1 度きりの開催の予定でしたが、多くの

来場者の方々より、次年度の開催の要望をいただき、

また、開催後に再上映についてのお問い合わせもい

ただきました。 
予想を超える反響をいただき、今後はきりゅう映

画祭を毎年開催することとなりました。 
今年の映画祭のお話をする前に、まず、ショート

フィルム（短編映画）のご説明と SSFF のご説明を

させて頂きます。 
ショートフィルムについて明確な定義はなく、ジ

ャンル・尺・予算等実に様々です。一般的には 30
分以内のものを指すことが多いようです。 
また、ショートフィルムは映画監督の名刺代わり

とも言われ、若い監督が限られた時間・予算に限ら

れた中、自分の持っているもの・やりたいものをす

べて凝縮し、自分の作風や技量をアピールするため

に、ショートフィルムを製作しています。これを、

数々の映画祭に出品し、プロデューサーの目に留ま

ることにより、メジャーデビューへとつながってい

きます。 
あのジョージルーカスも最初はショートフィルム

からスタートしています。 
この様な、ショートフィルムが出品される短編映

画祭が日本中・世界中に数多く存在します。その中

でも SSFF は日本で唯一の米国アカデミー賞公認映

画祭で、グランプリ作品は米国アカデミー賞の短編

映画部門に正式出品されます。 
毎年 6 月に表参道ヒルズを中心に開催され、ジャ

パン部門、アジア・インターナショナル部門、スト

ップ温暖化部門・旅ショートプラグラム部門等の 6
部門から、それぞれ優秀賞が選ばれ、その中からグ

ランプリ作品が決定されます。 
毎年 1 万本以上の応募がある、名実ともに日本で

最大・アジアでも最大級のショートフィルム映画祭

です。 

「きりゅう映画祭について」 

公益社団法人桐生青年会議所 

地域発信委員会 

委員長 池末 晋介 様 



 

 

昨年の SSFF では昨年の桐生青年会議所の製作の

４作品が桐生プログラムとして特別上映され、今年

の作品のうち、「桐生人」と「京太の放課後」が今年

の SSFF においてジャパン部門にて特別上映されま

した。 
また、昨年の製作作品の「蒼い手」はきりゅう映

画祭上映後、8 カ国の映画祭で上映され、モナコの

映画祭では作品賞と助演男優賞を受賞するなど、世

界中で高い評価を受けました。 
それではここからは今年のきりゅう映画祭につい

てお話しさせていただきます。今年のきりゅう映画

祭は 9 月 22 日（土）・23 日（日）の二日間行われ

ます。桐生青年会議所の 9 月第二例会として行われ

るのですが、2 日間に渡り例会を行うのは初めての

試みです。 
映画祭のご説明の前に、まず、今年製作した 3 作

品についてお話しいたします。 
まず、「桐生人」ですが、こちらは桐生の織物工場

を経営する頑固おやじのお話しです。監督は齊藤勇

貴監督。この監督は SSFF において過去 2 回観客賞

を受賞しております。過去観客賞を 2 回受賞した監

督は齊藤監督のみであり、一般オーディエンスから

の評価が非常に高い証拠です。 
「桐生人」娘の結婚式の前日から、結婚式に臨む

までの物語であり、実際に後藤織物さん・森秀織物

さんをお借りして撮影いたしました。作品の完成度

が非常に高く、既に各方面から高い評価を得ており

ます。 
また、作品内で、桐生青年会議所メンバーのクレ

ーン車から撮影した上からのアングルののこぎり屋

根や桐生市役所屋上からの日の出のシーンなど普段

なかなか見られない桐生市の映像もぜひ見ていただ

きたいポイントです。 
「京太の放課後」は震災で心に傷を負った少年が、

震災で一度日本から出たが再び戻ってきた外国人英

語教師と桐生の人々との触れ合いを通して少しずつ

心を開いていく物語です。監督は大川五月監督。昨

年の SSFF においてジャパン部門入選。本作品撮影

後に J リーグ 20 周年記念製作のショートフィルム

の監督に選ばれました。作品全体がコミカルに描か

れており、ご家族で見て楽しめる映画になっていま

す。また、市内外の小学生 20 人がエキストラとし

て参加しております。ロケ地は神梅小学校跡地・西

宮神社・矢野園等です。矢野園の撮影は営業時間中

に丸一日使わせていただき、大変ご迷惑をおかけい

たしましたが、おかげでとてもいい画が取れたと監

督も喜んでおりました。 
こちらの作品は既にサンパウロ国際短編映画祭・

ハートランド映画祭に入選しております。ハートラ

ンド映画祭はアカデミー賞公認映画祭ですので、こ

ちらで受賞すればアカデミー賞に出品されますので

しばらく夢が見られそうです。 
最後に「水の足跡」です。こちらは初めて夏に撮

影をしました。8 月 26 日に全撮影が終了したところ 
なので、まだ作品が出来上がっておりませんが、

桐生市・みどり市の豊かな自然がきれいに撮られて

いると思います。 
この作品は、桐生市・みどり市在住の方からシナ

リオを公募し、その中から大間々町在住の方のシナ

リオを採用し、このシナリオを基に撮影をしていた

だきました。 
監督は金子雅和監督で、この監督も SSFF 他数多

くの映画祭で受賞歴があります。この作品は来年の

SSFF に出品予定です。 
続いて今年の映画祭についてお話しさせていただ

きます。 
22 日はみどり市のながめ余興場で、23 日はシル

クホールで行われます。各日の上映内容が異なり、

22 日は SSFF のグランプリを含む受賞作品の約 1
時間のプログラム・昨年製作の「蒼い手」と「桐生

の風」のプログラム・昨年度シナリオ公募作品「ま

た、あした」と今年の公募作品の「水の足跡」のプ

ログラムの合計3プログラム・11作品を上映します。 
23 日はカゲムという映像とダンスがシンクロし

たパフォーマンスグループのオープニングアクトに

始まり、シナリオ大賞の授賞式、SSFF の大賞作品

と今年製作の 3 作品の上映を行います。 
また両日ともに、会場の外に桐生市・みどり市の

飲食店による飲食ブースを出店し、映画とともに地

元文化の発信を行います。是非ご家族お誘いあわせ

の上お越しくださいますようお願い申し上げます。 
チケットは両日ともに前売り 500 円、22 日・23

日の両日セットで 800 円です。当日券は両日 800 円

となっております。 
最後に、今年一年地域発信委員会では、昨年スタ

ートした映画祭を、地域に根付いたものにし、今後

の継続開催への土台となるよう 1 年間活動してまい

りました。きりゅう映画祭を桐生祭りと並ぶような

催しにしたいと考えております。また、昨年映画祭

を立ち上げた方々や今年も担当委員会メンバー全員

の思いとしてまた桐生市に映画館を誘致したいとい

う思いがあります。まだ絵空事ではありますが、

2009 年に那須塩原市にオープンしたフォーラム那

須塩原の出店基準として、栃木県那須町で開催され

ている那須ショートフェスタの存在があったとのお

話を伺いました。今年 7 年目の那須映画祭ですが、

この地元に愛される映画祭の存在が、那須塩原地域

での映画需要を表し、出店の 1 要素になったそうで

す。桐生市においても何年先になるかはわかりませ

んが、是非続きたいものです。そのためにも今年の

映画祭を成功させることがとても重要であり、成功

のためには皆様のご協力を頂かなくてはなりません。 
是非、ご家族・ご親族・ご友人お誘いの上、ご来

場を心よりお待ちしております。 
本日はご清聴ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 

【次回例会予告】 

♦ 9 月 17 日(月) 休 会 

♦ 9 月 24 日(月)  

   卓話  「自主制作紙芝居」 

        「宙のこえ」の会 代表 関 敦子 様 

   食事  ビストロ・ノブ 



 
 


