
−本邦初公開−
『暴れん坊将軍』裏舞台
　社会奉仕委員会
　　委員長　遠田　公夫さん

【経過】木村委員長の発案〜時
代劇は忠臣蔵、軍師官兵衛、遠山の金さ
ん、大岡越前もあるが、円田会長のイメー
ジは「暴れん坊将軍」と決断。20数年前、
私の義父が会長で、出し物は外注が多かっ
た頃、自分たちで汗を流したRCらしい出し
物を研究しろと言われた事を思い出します。
　60分番組の素材入手、20分前後にまとめ
る構想・台本作り→RCらしい、出演者がそ
れぞれ目立つ台本を作り、親睦委員長は、
新入会員を中心とした人選に頭を悩ませた
ようです。

【RC制限】練習に多くの時間は取れない、
生の舞台では勢いで勝手きままなセリフが
出てきて時間が計れない。昔、忠臣蔵初演
の時、今は亡き、加納さんのお父さんが、
本番前にすっかり出来上がり、自分のセリ
フを忘れられ、「よきに計らえ！」と言われ、
黒子がセリフをしゃべり、何とか事なきを
得たあのシーンは、今でも思い出のひとつ
です。
　そこで、時間が読める、映画バージョン
を考えたが、撮影は誰がするか、外注すれ
ば30万以上→白羽の矢（NCC圡井氏の悪知恵
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→KTN松原氏を推薦、2つ返事で了解頂い
た）。
　4 週間前、同時並行で23名分の衣装の順列
組み合わせ（昨年の衣装・かつら・小物のチ
ェック、不足分の発注・納期の確認）。
　撮影日程と撮影場所の決定。長富委員長
が、出演者の人選。但し、能力、適正、風
貌は差し置いて、撮影日程に合う人選をさ
れた。

【全体構成】台本の場面ごとのカット割り、
撮影をクローズアップだと他の共演者の演
技が無用、しかもセリフも一緒に録音。→
松原さんの出番。

【テーマ画像】馬をどう演出するか、本物
は？、九十九島や佐世保CCを検討しました
が、寒波到来、寒空に吉宗を裸にする訳に
もいかず、この例会場の壁にブルーシート
を掛け、編集でごまかそうとなった。バッ
ク画像、実は江戸時代とは縁もゆかりもな
い、オーストラリアの風景、それを無料サ
イトから引っ張り出し、貼り付けをした。
　カンペを委員長が作成。役者さんは、事
前に読み込んだ方わずか数名、あとはまっ
たく読みもせず、ぶっつけ本番、流れもわ
かっていない方（会長）、練習しても上手く
なる可能性のない方、しっかり事前練習し
ている方など色々。撮影ではNGもどんどん
撮影、さらにその記録を副委員長の古賀さ
んが撮影（おいらんの面もネットから引き出
し作成）。



　松原さんによる一次編集の後、Tアートに
持ち込み、BGMの選択、効果音入れ、スー
パー文字入れ！現場でプレビューなどを済
ませ、日の目をみた。

【総評】冷汗、恥かきの連続でしたが、新入
会員同士の飾らぬ「人と成り」を分かり合
い、心地よい親睦が図れた。

　以上、忘年家族会の親睦委員会の裏話で
した。
　それでは、ドッキリ裏画像をお楽しみく
ださい。

○ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
○ゲスト
　長崎国際大学RAC 　　　瀧浪　孝憲さん

 会長　円田　　昭
　今年最後の例会です。7月よ
り半年にわたりクラブ運営に
ご協力いただきましてありが
とうございます。やっと折り
返し点です。後半の運営に関
しましても、会員皆様のご協力をお願いし
ます。
　年末になると、今年１年を総括するテレ
ビ番組が放送されております。いいニュー
スや、災害･事件･事故など、多くの出来事
がありました。会員の皆様におかれまして
は、平穏で穏やかな新年をお迎えになられ
ますようご祈念申しあげます。

〔報告事項〕
　12月末日付けで、30年間在籍なされた、
井手常博会員より健康上の理由で退会届が
提出されましたので、理事会で承認いたし
ました。また、ご寄付を頂戴しましたので、
友愛基金に入れさせていただきました。
　井手さんのご健康をご祈念申しあげます。

 幹事　納所　佳民
１．国際ロータリー　ロータリー財団
　溝口尚則さんへ
　ポール・ハリス・フェロー
　認証状とピンの贈呈

２．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2015年1月のロータリーレートは、
　1ドル＝118円（12月レート：112円）です。

３．一般社団法人 ロータリーの友事務所
 委員長･代表理事　橋本　長平さん
　2013-14年度「一般社団法人ロータリーの
友事務所」事業報告書が届いております。

４．多久ロータリークラブ
  会長　藤川　範史さん
 実行委員長　古川　眞澄さん
　創立30周年記念式典並びに祝賀会のご案内
　日時／平成27年3月14日㈯
　　　　受　付 14:00〜
　　　　式　典 15:00〜
　　　　祝賀会 16:30〜
　会場／マリトピア（佐賀市新栄東）
　登録料／10,000円

５．大村ロータリークラブ
　「週報 No.17-24」が届いております。

６．第2740地区ローターアクト
 地区代表　吉井　将平さん
　「 ローターアクトニュース11月号」が届いて

おります。

ローターアクト委員会 委員長　増本　一也
長崎国際大学RAC 幹事　瀧浪　孝憲さん
　クリスマス例会のお礼とIMのご案内
　先日12月18日㈭に、ホテルオークラJRハ
ウステンボスにて、クリスマス例会が行われ
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ました。佐世保ロータ
リークラブの方々とロ
ーターアクトクラブ会員
と で 親 睦 を 深 め ま し
た。佐世保ロータリー
クラブの皆様にプレゼントを頂き、会員一
同大変喜んでいました。感謝申しあげます。
　1月18日㈰、インターシティミーティング
を、佐世保東ローターアクトクラブと合同で
行います。10:00〜開始で、会場は広田地区
公民館です。皆様のご参加を心よりお待ち
しております。

 親睦活動委員会　山口　剛史
○結婚記念月のお祝い
　吉田　英樹・真代　さん ご夫妻（3日）
　池田　　豊・秀子　さん ご夫妻（4日）
　圡井　弘志・郁子　さん ご夫妻（4日）
　吉澤　俊介・陽子　さん ご夫妻（6日）
　中島　祥一・和子　さん ご夫妻（8日）
　松尾　慶一・富士子さん ご夫妻（9日）
　古賀　久貴・由樹　さん ご夫妻（9日）
　山縣　義道・良子　さん ご夫妻（13日）

 親睦活動委員会　西村　一芳
円田　　昭さん、納所　佳民さん
髙瀨　宏滋さん、古賀　　巖さん
川口　博樹さん、森　　信正さん
中島　祥一さん、福田　金治さん
前田　文智さん、田口　恵介さん
増本　一也さん、石井　正剛さん

西村　一芳さん、松原　　健さん
円田　浩司さん、圡井　弘志さん
河原　忠徳さん、佐々木秀也さん
米倉洋一郎さん、松尾　文隆さん
黒木　政純さん、小川信次郎さん
古賀　久貴さん、平尾　幸一さん
木村　公康さん、長富　正博さん
橘髙　克和さん
　遠田さんのおもしろい卓話に期待してニ
コニコします。

次年度親睦委員会　委員長　大久保利博さん
　遠田さん、来年の為にすべてを出しきら
ないでください。

増本　一也さん
　先日、長崎国際大学RACのクリスマス例
会には、幸良さんと事務局の山田さんにも
ご出席頂き有り難うございました。また、
円田会長をはじめ、多くのロータリアンの
皆さんにクリスマスプレゼントのご協賛を
頂き、重ねてお礼申しあげます。
　来年もよろしくお願いします ! !

吉澤　俊介さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございま
した。本日も欠席ですみません。

圡井　弘志さん、中島　祥一さん
松尾　慶一さん、古賀　久貴さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございま
した。

 ソングリーダー　髙田　俊夫
「村の鍛冶屋」合唱

慶　　　祝

ニコニコボックス

歌の時間

ニコニコボックス 本日合計 　43,000 円

 累　　計 636,000 円

◇
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クラブ会報委員会 委 員 長　坂元　　崇　　 委　員　松瀬　茂雄 ・ 川口　博樹
副委員長　中川　知之　　 　　　　池本　仁史 ・ 山口　剛史
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（今週の担当　川口　博樹）
（カメラ担当　坂元　　崇）

委　員　川口　博樹 ・ 岡村　一郎
　　　　山口　剛史 

＊1月  例会予定＊

 1 月14日 クラブ協議会

 1 月21日 新会員　松本　淳也さん
　　　　　　　JR九州ハウステンボスホテル㈱
　　　　　　　代表取締役社長

 1 月28日 新会員　田口　恵介さん
　　　　　　　㈱商工組合中央金庫
　　　　　　　佐世保支店　支店長

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊
日時／1月21日㈬　17:15〜　　　  
会場／西海学園高等学校 記念館 会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／1月22日㈭　18:30〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

2014.12.13  忘年家族会「暴れん坊将軍」上映


