第 3104 回 平成 30 年 6 月 1 日例会
次年度クラブフォーラム

第 3103 回 平成 30 年 5 月 25 日例会報告
●点鐘
●合唱

我等の生業

●ゲスト

マックス桐島 様

●ビジター

会長の時間

なし

今日は私の誕生日でありますが、ハワイで
取得していたドライバーズライセンスを更新
出来ずに今日で失うことになりました。飛行
機の操縦をする事が好きでしたが、目が悪く
なってからは操縦することも諦めてしまいま
した。
夢に描いた様な、憧れる様な素晴らしい人
生を歩いていらっしゃるマックスさんを羨ま
しく思います。
本日はマックスさんの卓話を本当に楽しみ
にしておりましたので、少しでも長くお話し
て頂きたいと思います。

下森 康玄

皆様こんにちは。梅雨入りを前にして、不安
定な天気が続いております。今年の梅雨入りは
例年よりも早まる可能性があるようですが、梅
雨の期間は平年よりも長くなりそうだと言われ
ております。湿度が高くなる事によってむくん
でしまったり、気候の変化で体調が崩れやすく
なりますので気をつけましょう。
本日はハリウッド映画のプロデューサーであ
り、エッセイストであり、アンチエイジングス
トレッチや英会話教室をされるなど幅広く活動
されている、マックス桐島さんにご講演して頂
きます。プログラム委員長の堀之内様、卓話の
段取りをして頂きありがとうございました。と
ても楽しみにしておりました。
マックスさんは映画製作を夢見て 17 歳でア
メリカへと渡られ、映画について学ばれました。
3 年かけて 92 カ国を回る自由な旅もされたそ
うです。
癌で余命宣告を受けられた奥様の「日本で治
療したい」という思いから、奥様のふるさとで
ある都城へ拠点を移されました。

幹事報告

中村 太賀吉

□報告
●押川 弘巳ガバナー事務所…
地区青少年交換留学生報告会・壮行会のご案内
日 時：2018 年 6 月 17 日（日）
受 付 10：30～
報告会 11：00～12：20
壮行会 12：30～14：00
＊昼食をご準備致します。
場 所：メインホテル
◇登録料：お１人 ２，０００円
対象：ホストファミリー ・ 会長 ・
青少年委員長
●川原 篤雄ガバナーエレクト事務所…
次期地区幹事 松田 泉
ＣＤ配布に替わり提出文書の書式ダウンロード
についてのお知らせ
●加治木ＲＣ 創立５０周年記念誌の発行
ご案内

５月ロータリーレート：1 ドル＝10８円

□クラブ報告
SAA 報告
●本日 5/25（金） 下森年度クラブ協議会
例会後 ４Ｆきりしま １３：４０～
●ニコニコ箱●
●5/27（日）
下森 康玄･･･マックス桐島様、素晴らしい御講話を
2018-19 年度のための地区研修・協議会開催
頂きありがとうございました。
参加状況・交通状況 入り口に掲示してあります。 長峯
基･･･マックス桐島様 素晴らしいお話を
ありがとうございました。
木場 智彦･･･マックス桐島様 いいお話をありがとう
ございました。
河東 光浩･･･マックス桐島様 貴重なお話ありがとう
出席報告
ございました。
森山芳太郎･･･マックス桐島様 ありがとうございます。
会員総数
53 名
出免数

３名

出席数

41 名

出席率

82.00%

前々回修正出席率
前回修正出席率
届出有

92.00％
90.00％

5/11
5/18

佐々木（慈） 四季 島津 清水 長倉
永友 山下 吉原

届出無

池内

MU 有会員

5/21 教育振興基金奨学生
認定書授与式 中村（壽） 島津
5/23 都城西 永友 島津 田中(穣)
山田 吉原 濟陽 川添 加治屋
佐々木（慈）
5/23 ｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾚﾝﾄ

二見

MU 無会員(5/11)

長谷川 堀之内 山下 森山

要 MU 会員(5/18)

池内

委員会報告

津曲

宮川

山下

山田

●ロータリー財団●
温水 玲子･･･ロータリー財団へ
山﨑 忠芳･･･6/22 感謝の集い、多くの皆様の御参加
宜しくお願い致します。
上原 誠史･･･ロータリー財団へ
●米山記念奨学会●
堀之内芳久･･･桐島様の卓話に感謝して。
●教育振興基金●
堀之内芳久･･･下森会長の顔色がだいぶ良くなりました

今後のプログラム

（予定）
６／８
各委員会事業報告①
６／１５ 各委員会事業報告②
６／２２ 感謝の集い
霧の蔵ブルワリー 18：00～
６／２９ 会長幹事 退任挨拶

なし

ニコニコ BOX

本日のプログラム

413,000

ロータリー財団

21,600

475,500

米山記念奨学会

15,000

370,000

0

600,000

教育振興基金

プログラム担当

マックス桐島 様

5,000

卓話

広報委員会 前田 尚子
クラブ会報小委員会

＊別紙に掲載しております。

黒木由美子

メディア関連・広告・宣伝小委員会
◆
ロータリー事務局制作

谷口賢多郎

５月ロータリーレート：1 ドル＝10８円

本日のプログラム
プログラム担当

マックス桐島 様

卓話

プログラム 堀之内委員長より紹介

１５年前までハリウッドで映画のプロデューサーで大活躍されていたが、奥様が病気になら
れ余命 3 年と宣告され、奥様の故郷である山田町に帰ってこられた。その後奥様は１３年も生
きられたそうである。
桐島氏は渋谷で 13 歳の頃まで、お母様といつも映画を見ていて、その事がその後の人生に影
響を受けたそうだ。
１９６５年にアメリカへ渡り、高校と大学を出た後、マチュピチュを皮切りに９２ヵ国を放
浪し各国の人々と関わった。その色々の経験が、その後の映画のプロデューサーへの道に大い
に役に立ったそうである。
ハリウッドのプロデューサーの仕事は、監督、女優など、ありとあらゆる事をまとめる仕事
であるそうだ。毎日トラブルだらけの事ばかりでナイーブな日本人には向かない仕事と言われ
続けた事で心に火がつき、１３作品 他 色々な作品を作られた。
夢中でやって行くうち、マックスは謙虚で、みんなに公平で優しい人だと評価された。
欧米人は、白か黒の世界だが、日本人は心を配り気が利く。
昔、母親に「稔る程

こうべをたれる稲穂かな」と教えられて来た事が心にあった。

現在では、エンゼルスの大谷翔平選手もしかりで、日本人は謙虚であるゆえに世界から賞賛さ
れている。
スピルバーグとのふれあい談で、映画とは普通は行きたいけど絶対にいけない所へ行ける場
だと思うから自分にしか出来ない作品の世界を作りなさいと助言された。実際、心が動かされ
る様な映画をスピルバーグは作ると思う。

５月ロータリーレート：1 ドル＝10８円

シルベスタスターローンも又、スピルバーグと同様

自分のスタイルを作った人だ。

有名になる前は、車の中で寝泊りする生活を送っていたが、自分で書き上げた映画作品を自分
から何度も何度も売り込んで、遂には根負けしたプロデューサーがその作品を読み、感激して
映画を作る事になったが、その時も自分を売り込んでスターローンは主役の座を勝ち取ったの
である。
ｍａｘ桐島さん の

奥様の夢は彼の夢であり、彼の夢も又 愛する人を守る夢であった。

日本は すばらしい国です。そして都城はとてもすばらしい所。今ここにいられる事が幸せです。
自分の夢や思いに妥協しない事、自分にしか出来ない事、自分だから出来る事を胸に
これで良かったと思える人生であったらいいと思います。 と桐島氏は仰られている。
私の今日のお話が、皆様のこれからの人生の

お役にたてればうれしく思います。

本日は、ありがとうございました。
○下森会長よりお礼の言葉
自分にしか出来ない事を形にする。本当にすばらしいお話をありがとうございました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2018～2019 年度 地区研修・協議会
H30.5.27（日） 鹿児島市民文化ホール

