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２０１７～２０１８年度 スローガン 

「 温故知新 - 先人に学びロータリーを楽しもう 」 

 
第２１回 （通算１６５７回） ２０１８年１月２３日 

◆◇◆ 本日の例会  ◆◇◆ 
〈１〉 開会点鐘・会長挨拶 〈７〉 メークアップ報告 

〈２〉 

〈３〉 

ロータリーソング 「四つのテスト」 

ビジター紹介 

〈８〉 

〈９〉 

委員会報告 

ニコニコ BOX 報告 

〈４〉 

〈５〉 

幹事報告 

出席状況報告 

〈10〉 

 

閉会点鐘 

 

〈６〉 

 

12 月度ニコニコ大賞 鈴木会員 
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2017～2018 年度 国際ロータリーテーマ 「 ロータリー ： 変化をもたらす 」   

WWWeeeeeekkklllyyy   RRReeepppooorrrttt  

 

本日の卓話     「イニシエーション・スピーチ」   

齋藤竜彦会員 

 

次週の例会 〈1/30〉  例会休会日 

 

次回の卓話 〈2/6〉 「国際奉仕について（仮）」 

             地区国際奉仕委員長（東京新都心 RC）   小川恵司氏 

 

◆◇◆ 本日の卓話  ◆◇◆ 



◆◇◆ 先週の例会記録 ◆◇◆ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

◆◇◆ 幹 事 報 告 ◆◇◆ 

① 地区青少年奉仕委員会より青少年奉仕情

報第 27 号が届いております。 

② 地区研修委員会より、2/26 ホテルグランド

パレスで開催されますクラブ研修リーダー部

門の研修のご案内が届いております。当クラ

ブ研修リーダーの渡辺会員が出席します。 

③ ガバナー事務所より 5 月に開催されます日

本青少年交換研究会「千葉会議」のご案内

が届いております。 

④ ロータリー米山記念奨学会よりハイライトよね

やま 214 号が届いております。 

 

◆◇◆ ニコニコ BOX 報告 ◆◇◆ 

岩原 隆様：本日はよろしくお願いします。 

野澤あつこ様：今日は来られて うれしいです。 

大橋美加さん、お誘い有難うございま

す。 

北條会員：新年おめでとうございます。荷物にな

るかも知れませんが 今年もよろしく願

います。半年ぶりの皆様のお顔 うれ

しく拝見しています。 

松林会員：小林稔侍様の卓話を楽しみに本日は

参りました。税務署は嫌いですが、窓

辺太郎は好きです。椿 薫さんはもっ

と好きです。我社に査察には来られま

せん様、お願い致します。 

白石会員：小林稔侍先生、今日は宜しくお願い

致します。卓話楽しみにしております。

ニコニコと。 

小林会員：小林稔侍様、國實瑞恵様、本日はご

多用のところ 卓話にお越し頂き有難

うございます。 

佐野会員：小林さん、卓話よろしくお願いします。 

齋藤会員：本日の卓話、楽しみにしております。 

橋本会員：小林様、本日の卓話よろしくお願い致

します。 

富永会員：小林稔侍様、1990 年の大河ドラマ

「翔が如く」の岩倉具視の役が大変良

かったです。たまたま今年も西郷さん

ですが。 

 

 

 

 

 

◆◇◆  先 週 の 卓 話  ◆◇◆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

俳 優    小林 稔侍  氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年 1 月 16 日 第 20 回 （通算 1656 回） 

開会点鐘 白石会長   B1 「白鳳の間」 

＊ゲスト紹介 4 名 小林稔侍様（卓話講師・俳

優）/國實瑞恵様（鈍牛倶楽部代表）/井上真紀

様（大橋会員ご友人）/菱沼ちとみ様（東京東村

山 RC 事務局員） 

＊ビジター紹介 4 名 岩原隆様（東京東村山

RC・幹事）/野澤厚子様（東京東村山 RC）/石井

敏子様（東京臨海東 RC）/林弘之様（東京城北

RC） 

出席 31 名  欠席 4 名  （免除者 1 名） 

出席率 91.17% 補正出席率（12/19） 84.84% 今週の合計 10 件 

今期の累計 

49,000 円 

764,224 円 



こんにちは。小林稔侍でございます。今日はお招 

き頂き、ありがとうございます。 

 このような機会を設けていただくことは私にとっ 

て初めてでございまして、本日は貴クラブの大橋 

美加さんに脅されて参った次第でございます。 

俳優として人様が作った台詞を喋るのは得意で

すが、自分の言葉は滅法苦手でございます。 

そんな私ですが、本日はよろしくお願いいたします。 

 美加さんと初めて出会ったのは、ＮＨＫの廊下で 

した。長い廊下の端から美加さんを目掛けてウイ 

ンクをしたところ、にっこりと笑顔で返していただい 

たことを今でも覚えています。初見の人間からウ 

インクされてにっこりと返すなんて、なんて器用な 

方なんだと。そんな出会いの後、時代劇の主題 

歌を作ってもらったこともありました。しかしながら、

主題歌が採用されることはなく終わってしまい、

今日はこの場を借りて美加さんにお礼とお詫びを

申し上げたいという気持ちでおります。 

 さて、今日は何を話そうかと色々考えたわけで 

すが、先にも申し上げたとおり、話すのが苦手な 

私のため、皆様からの質問に答える形をとらせて 

いただければと思います。では早速、質問をお願 

いいたします。 

大橋会員：いつの頃でしたかレストランで喉が渇

いた稔侍さんは、ウェイトレスに対して

「ちょっとお水をちょうだい」なんて言

えないと、仰っていたと思います。そ

のとき私は不思議に感じたのですが、

どのような気持ち・感覚だったのか、

覚えていたら教えてください。 

小林稔侍氏：和歌山の田舎から上京した当時の

私にとって、まず「水」に「お」をつけて

発言するほど上品な言葉を使えませ

んでした。また、「ちょうだい」なんて言

葉も私にとっては上品過ぎるわけです。

今ではまるで逆さまの感覚ですが、

56 年前の上京したての私にとっては、

東京での言動までもが上品に感じて

いたのだと思います。 

富永会員：俳優の高倉健さんとお付き合いが深

いと認識しておりますが、高倉健さん

とのエピソードがあれば教えてくださ

い。 

小林稔侍氏：とにかく仕事が終わるといつもすぐに

会いに行きました。まるで幼稚園を終

えた子供を迎えに行く母親のように。 

       高倉健さんは何をしていても「今が一

番楽しい」としか言わないんです。 

それは例えば私と一緒にご飯を食べ

ているときもそうで、そう言われても

23,4 歳くらいの当時の私にとっては、

何を話せばよいのやらと必死に考え

ていたことを思い出します。ところが時

が経って 50,60 歳になったとき、高倉

健さんは「俺はなんで稔侍にメシを食

わせなければならないんだ！」と言う

のです。 

       週刊誌に二人はホモだ書かれたこと

もありました。似た性格だったと思いま

すし、それくらいいつも一緒に居たとい

うことだと思います。 

       また、彼は中華料理が大好きでした。

フランスにご一緒していたとき、フラン

スに来ているにもかかわらず１ヵ月ず

っと中華料理でもいいなんて言い出

すくらいに。ルーブル美術館でモナリ

ザを見に行ったときは、私に、「モナリ

ザはお前になんか微笑んでくれるわ

けないだろう！」と言い放ちました。失

恋したであろう高倉さんは、とても悔し

い気持ちで、私にあたったのであろう

と思います。私にとってはとにかく 24

時間いつでも飽きない人でした。 

ビジター様：時代劇と映画。いずれもご活躍され

ている小林さんですが、どちらがよりお

好きでしょうか。 

小林稔侍氏：私は、生活のために仕事をしている

と、とても気が楽になります。「生業」

ですので、正直言うとどっちだってい

いわけです。ですが、映画となるとや

はり責任を感じてしまいます。あるとき、

映画のファーストカットが始まる前に

橋爪功さんと会話をしながら撮影開

始を待っていたんです。会話の中で、

始まってもいない撮影が「早く終わら

ないかな」と私が言ったことが監督に

伝わり、さすがにそのときは志を持っ

て向き合わなければと感じた次第で



す。時代劇については･･･あれはイヤ

ですね。今ではドーランを落とすのは

ティッシュですが、当時はトイレットペ

ーパーを使うんです。くるくるくるくると

巻き取ってお尻を綺麗にするもので

顔を拭くんです。イヤになりますよね。

また、自分の慣れた手つきで化粧し

ようにも、このカツラにはこの眉毛の形

が合うと指示を受け直さなければなら

なかったり。また、高倉さんにいい衣

装を着せてもらえるんですが、これが

また私には似合わないんです。とにか

く時代劇はイヤなことが多いですね。 

白石会長：共演した女優さんを好きになったこと

はありますでしょうか。 

小林稔侍氏：心の中で淫らなことを考えることは

あります。大変な撮影中、心のうちで

そのように考えていると、気持ちがよ

い具合にブレンドされていい芝居がで

きるように思います。 

 後にひとつお話させていただきます。 

私が初めて映画会社の面接試験を受けた際の

エピソードです。ただ一人学生服姿で面接に臨ん

だ私は、 終面接の際、面接官であった大川博

氏に「この場に居ることがまるで夢のようです」と発

言しました。澄んだ心で自然とまっすぐに出た言

葉でした。大川社長は一言「うん」。「うんうん」と

返すのみで、私はその試験に合格しました。あの

ような素直な気持ちで言葉を発したことが大川氏

にも自然と響いたのだと思います。 

この経験がなければ今の私はないほど、とても貴

重な経験でした。 

 以上で終わりとさせていただきます。話し下手の

私でしたが今日は 後までお聞き頂きありがとう

ございました。 

【編集・記/会報委員会】 

 

 

 

 

 

 

「 BE THE INSPIRATION 」 

2018-19 年度国際ロータリーテーマ 

◆◇◆  先 週 の 例 会 か ら ◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山記念奨学会への寄付に対し感謝状が 

北條名誉会員に届きました 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆出席表彰 14 年の牧野会員 

 

◆◇◆2 月例会・卓話予定 ◆◇◆ 

6 日 「国際奉仕について（仮）」 

地区国際奉仕委員長 小川恵司氏 

１３日 特別例会休会日 

20 日 地区大会振り替え例会休会日 

21 日 地区大会 （13：00～京王プラザ H） 

27 日 「職業奉仕について（仮）」 

地区職業奉仕副委員長  

西村美智子氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―事務局からのお知らせとお願いー 

＊ 例会欠席の場合は、前日までに事務局に

ご連絡下さい。 

例会日  毎週火曜日 12：30～13：30   

例会場  ハイアットリージェンシー東京 

会 長  白石 正  副会長  松林 茂 

幹 事  橋本 国彦 会報委員長  阿部 亮介 

事務局  〒166-0004   

東京都杉並区阿佐ヶ谷南 1-34-6 新東京会館 

TEL（03）3312-4959  FAX（03）3312-4958   

E-mail: info@tokyocentralpark-rc.com 

http://www.tokyocentralpark-rc.com/ 


