
例会日　毎週月曜日（12：30～13：30） 会　場　帝国ホテル及びオンライン
会　長　富田　洋平 幹　事　石原　忠始
事務局　〒104-0061  中央区銀座8-11-12  正金ビル2F  
            TEL 03-5537-0270  FAX  03-5537-0271　

2021―22年度  国際ロータリーテーマ「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」
http://blog.livedoor.jp/chuoshin/

開会説明（大盛敬子SAA委員司会担当）
　皆様　オンライン例会を開催させていただきます。
　なお、本日の例会の模様は当クラブの週報用の記録
としてビデオ録画をさせていただく予定ですので、参
加者の皆様におかれましては、個人情報への許諾を予
めよろしくお願い致します。

富田洋平会長　点鐘挨拶
　皆様こんにちは！
　本日は4回目の緊急事態宣言のようです。これから
色々制限が出てくるかもしれませんが、当クラブも色々
判断してなるべく円滑にハイブリッド、オンライン例会
をしっかり続けていきたいと思います。
　それでは第815回例会を開催致します。

ロータリーソング
　「それでこそロータリー」

卓話者・ゲスト発表（安原良昭SAA委員長）
　オンライン例会にようこそご参加下さいました。
　本日のゲスト3名です。
・本日卓話をいただくアクセンチュア株式会社
石塚秀俊　様
・東京中央RC会長　田中半一　様
同　　　　	幹事　山田　泉　様

ご挨拶（東京中央RC会長　田中半一様）
　こんにちは！
　今年度東京中央RCの会長を仰せつかった田中で
す。富田会長、石原幹事、新年度が始まり誠におめで
とうございます。私たちもZoomで参加させていただき
ました。本日から4回目の緊急事態宣言が発出され大
変な運営を強いられると思いますが、その中でも素晴
らしい一年となりますよう心から祈念いたします。
　又、貴クラブが本年度創立20周年を迎えられること
をお祝い申し上げます。私どもも来年3月に創立35年

を迎えます。ご協力を仰ぐことになろうかと思いますが
よろしくお願い申し上げます。当クラブはまだオンライ
ン例会が出来ておらず、近日中にはと有志で協力して
おります。石原幹事にはいろいろ資料をいただいたり
お世話になっており、ありがとうございます。今後リア
ル例会で皆様とお会いできるようになることを大変楽
しみにしております。どうぞこの1年よろしくお願い致し
ます。

理事紹介とご挨拶（富田会長紹介）
　今年は、私を入れて16名の理事がおりますが、今日
はそのうちの5名を紹介したいと思います。
（山下江会長エレクト挨拶）
　山下江です。1年後は責任をもってやらなければな
らないと思って今から少しドキドキしています。まだ当
クラブに入って2年、広島北RCから移籍してきてだい
たいクラブの様子が分かって来て、非常に楽しくやらさ
せて頂いています。
　さて、来年度何をしていこうかなとぼちぼち考え始め
ています。それについては富田年度を引継ぐので、今
年度の奉仕活動・親睦活動がスムースに行くように協
力できたらいいなと思っております。
　富田会長・石原幹事と共に歩んでいきたいと思いま
すので、よろしくお願いします。
（秋葉良子副会長）
　皆様お久しぶりでございます。1年休会させて頂き、
今年度は富田会長となるので、私が会長のとき富田会
長に幹事を務めて頂き、それは精力的にやっていただ
いたので、今年度は何とかお礼かたがた頑張るつもり
です。どうぞよろしくお願いいたします。
（石原忠始幹事）
　今年3回目の幹事となった石原です。今年の目標は
4つです。会長をサポートし可能な限り上昇を獲得する
よう努力すること、会員増強、奉仕活動をサポート、
20周年行事を成功させる。この4つが幹事の仕事だと
思っています。
（石川和子周年行事委員長）
　皆様こんにちは！今年は当クラブが誕生してから20
年がたちます。20年で素晴らしいクラブに成長したこ
とを皆様にお伝えできるような立派な周年行事をしてい
きたいと思っています。日程は11月９日（火）帝国ホテ
ル、2階の奥、200人ははいるというお部屋です。コ
ロナ禍でどうなるか分かりませんが、出来る限り皆様
にお祝いいただきたく皆様と共に楽しい行事にしたい

◀	左から順に
　田中様
　山田様
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と思っています。会員の皆様御協力の程よろしくお願
い致します。これから協力いただくメンバーに石川から
連絡を入れますので、イエスかハイとお答えお願い致
します。
（上田副幹事）
　本年度副幹事として理事を仰せつかりました上田で
す。今年度はオンライン例会の司会を高橋会員と一緒
にやらせていただきます。それと増強委員会の副委員
長と地区では国際奉仕委員会の委員としてのお役を頂
戴しております。
　コロナ禍のロータリー活動が続いておりますが、温
かい気持ちで皆さんと力を合わせてできる範囲で親睦
と奉仕を継続して魅力ある運営をしてまいりたいと存じ
ます。宜しくお願い致します。

幹事報告（石原忠始幹事）
（理事会報告）
・椎野会員、三木会員の退会が承認されました。
　三木会員はなかなか東京に来れないとのことで、
大阪のRCへの転籍の方向で承認されました。
・ 	今年度の予算について富田会長から説明がありまし
たが、一部変更点もありますので改めてご報告致し
ます。

・	誕生日プレゼントのケーキはいらないという会員は、
その代金を財団等への寄付に充てることが承認され
ました。

・ 	年間スケジュールは、オリンピックで祝日の変更が
あったため、当クラブの例会日の変更も生じていま
す。それについて「クラブ運営の計画と方針」冊子
及び会員名簿の末尾に新日程が載せてありますので
ご参照下さい。

・	20周年行事実行委員会の石川委員長からも報告が
ありましたとおり、プロジェクトチームを結成するの
で、その人選は石川委員長に一任することが承認さ
れました。

・	オリンピックのパブリックビューイングを実行予定で
したが、緊急事態宣言発令に伴い中止となりました。

先週のニコニコ本文を再読み上げ

熱海豪雨被害義捐金報告（富田洋平会長）
　先週金曜ガバナー事務所から熱海豪雨被害に義捐
金の要請が入っております。緊急な事態でありますの
で、当クラブとしては年会費と共に集めております寄付
金分から1人1000円をこれに充てたいと思います。ご
理解よろしくお願い致します。

ブレークアウトルーム

アクセンチュア株式会社
石塚　秀俊　様

【ご紹介】福元智子会員
　石塚様は医療現場で10年以上の
キャリアを積まれて、そのあとコンサルティングに転身
された方です。
　現在アクセンチュアで政府から委託を受けてコロナ関
連の業務を最前線の現場でやっていらっしゃる方です。

【卓話】
（アクセンチュアグループの紹介）

アクセンチュア株式会社 グローバルグループ
Accenture

創業 1989年
設立 1999年12月 1989年

代表者 代表取締役
江川昌史

Julie	Sweet
最高経営責任者

売上高 非公表 396億米ドル
社員 約16000名 約53万7000人

業務　　　　	ストラテジー＆コンサルティング、インタ
ラクティブ、テクノロジ―、オペレーショ
ンズの4つの領域で幅広いサービスとソ
リューションを提供

主要事務所　南北アメリカ大陸	 USAなど８ヵ国
　　　　　　アジア太平洋	 	日本、中国、韓国な

ど11ヵ国
　　　　　　ヨーロッパ	 EU、ロシアなど24ヵ国
　　　　　　中近東・アフリカ	 	サウジアラビア、南ア

フリカなど7ヵ国
（本日のアジェンダ）
1　ワクチン接種現状
2　ワクチン入手遅れの理由？
3　ワクチン接種遅れの理由？
4　変異株とワクチン効果？
5　副反応
6　今後日本はどう振舞っていくのか？

1　ワクチン接種現状
・1回以上接種した人（人口割合）
カナダ	 69.1％	 ドイツ	 57.5％
チリ	 68.3％	 米国	 54.8％
英国	 67.3％	 フランス	 52.3％
スペイン	58.9％	 サウジアラビア	49.4％
イタリア	58.9％	 ポーランド	 45.8％
	 	 中国	 43.2％
	 	 日本	 28.5％

「新型コロナ対策
　日本はどう振舞っていくのか？」

卓
話



・ワクチン接種完了した人（人口比）
チリ	 58.1％
英国	 50.6％
米国	 47.3％
スペイン	 44.9％
ドイツ	 41.2％
カナダ	 40.3％
フランス	 36.1％
イタリア	 36％
日本	 16.8％
中国	 15.5％
韓国	 11.1％
・ブレークスルー感染（ワクチン接種者の感染）
米国の実状（4.30）
ワクチン2回接種完了	 1億1千万円
4月24日-30日新規感染者	 35万5100人
ブレークスルー感染者	 1万0262人

　　　　　内訳　　無症候性　　27％
　　　　　　　　　外来治療　　61％
　　　　　　　　　入院　　　　10％
　　　　　　　　　死亡　　　　	2％（160人）
英国　新規感染者数とワクチン接種者数推移

　　　	感染者数は第1波、第2波、第3波と進ん
できている中で、ワクチンを打った後の第4
波では感染者が増えているが、重症化と死
者の増加は極めて少なくなっています。

　　　感染しても重症化しない傾向
・米国
　	アメリカは、次の波はこれからですが、やはりワ
クチンの接種と共に新規感染者数が減ってきて
います。

　イスラエル
　	イスラエルも、第1波、第2波ときて、ワクチン
接種が2020年12月から始まり、急速に接種が
進み新規感染者数・重症者数・死亡者数ともに
かなり下がってきています。

　	　ところが、最近急に又感染者数が増えてきま
したが、これはファイザーワクチンの有効性がど
うやら半年くらいしかないので半年過ぎて抗体
が減ってきて感染者が増えていることと変異株
が掛け算で来ているということと思われます。

・ワクチンの問題は命の問題
　ワクチンが遅れると人が死ぬ。
　病床数が足りないのではなく、人が足りない。

全国新規感染者数と高齢者のワクチン接種率（令和3年7月5日時点）
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   イスラエルも、第 1 波、第 2 波ときて、ワクチン接種が 2020 年 12 月から始まり、急

速に接種が進み新規感染者数・重症者数・死亡者数ともにかなり下がってきています。 

   ところが、最近急に又感染者数が増えてきましたが、これはファイザーワクチンの有

効性がどうやら半年くらいしかないので半年過ぎて抗体が減ってきて感染者が増えて
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 ワクチンが遅れると人が死ぬ。 
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 全国新規感染者数と高齢者のワクチン接種率（令和 3 年 7 月 5 日時点） 

 
  5 月 12 日ころから高齢者向けワクチン接種が本格的に始まり、65 歳以上では 6 月 30 日　5月12日ころから高齢者向けワクチン接種が本格的に始まり、65歳以上では6月30日段階で第1回目が60％後半、
第2回目が40％台後半の接種率です。



65歳以上の新規感染者数　東京都
　65歳以上のワクチン接種が進んだ結果、この世代には感染力が抑えられていることが分かります。
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  入院患者数の年代別内訳 東京都 
 
  

 

入院患者数の年代別内訳　東京都
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段階で第 1 回目が 60％後半、第 2 回目が 40％台後半の接種率です。 
 
  65 歳以上の新規感染者数 東京都 
  65 歳以上のワクチン接種が進んだ結果、この世代には感染力が抑えられていることが分

かります。 
  

 
 
  入院患者数の年代別内訳 東京都 
 
  

 

　70歳以上の感染者数が下がっていますが、東京では6月下旬から感染者が増え始めています。現在の増加と重
症化は20代から50代に顕著になっています。

　（ワクチン供給滞り）
　　職域接種一時停止
　　自治体でのワクチン接種予約停止
　　神戸市では5万人分予約取消（7月6日）



・ワクチンの確保状況

確保契約 輸入 国内輸送 フリーザー確保

モデルナ
（米国）

5000万回分
契約締結済

・航空会社の確保
・税関との調整中

検討／準備中 ・	フリーザー2万台を確
保済
・	マイナス75度1万 台
（ファイザー向き）
		3月末までに3370台
・	マイナス20度1万台（モ
デルナ向き）
・	アストラゼネカ　2度か
ら8度での保管

アストラゼネカ
（英国）

1億2千万回分
契約締結済

・航空会社の確保
・税関との調整中

検討／準備中

ファイザー
（米国）

1億4400万回分
契約締結済
追加5000万回分
5月14日契約済

・航空会社の確保
・税関との調整中
（12月23日に海外工場
から国内空港への搬送
検証実施）

・	郵送会社が陸送（一部
空輸）する体制を構築
・	12月15日～18日に鹿
児島沖縄へ輸送検証
実施
・	最小移送単位約千回分

どこでつまずいたか？
・薬事法承認

ファイザー・モデルナ アストラゼネカ
緊急使用許可　申請 2020年12月18日 2021年2月5日
緊急使用許可　承認 2021年2月14日

ここから入り始め、メインは5月入荷からになったことです。
・許認可関係

ファイザー モデルナ アストラゼネカ
米国 2020年12月11日 2020年12月18日 未
英国 2020年12月2日 2021年1月8日 2020年12月30日
EU 2020年12月21日 2021年1月6日 2021年1月29日
日本 2021年2月14日 2021年5月20日 2021年5月20日

（なぜ遅れたのか）
ワクチンの早期実用化に向けた厚労省の取り組み
ワクチン開発（加速並行プラン）
ワクチン開発の基礎研究から薬事法承認、生産に至る全過程の加速化。

9月時点で日本は国産にこだわっていた。
しかし、相当資金をつぎ込んだが、ものにならず。
研究→ 薬事承認→ 生産体制
基礎研究と並行
早期・非臨床研究
臨床研究を実施
プロジェクトマネージャーを配置し専門業者
に試験や書類作成を委託
（第一次・第二次補正）

国内開発ワクチン
・臨床試験の効率化
　審査の短縮化
・海外ワクチンの国内治験後押し

並行して生産体制
大規模生産体制の支援
（政府支援）

（第二次補正）

基本情報 取り組み 生産体制 研究費
塩野義
（組換えタンパクワクチ
ン）

ウイルスのたんぱく質を
遺伝子組換え

第Ⅰ第Ⅱ相試験を開始
（2020年12月）

2021年12月 末までに
3000万人分体制を目標
223億円補助

令和元年10億円感染研
令和2年度13億900万円
塩野義

第一三共東大医科研
mRNAワクチン

ウイルスのmRNA投与、
人体内でウイルスの抗原
が合成される

第Ⅰ第Ⅱ相試験開始
（2021年3月）

緊急整備事業に60億3
千万円を補助

令和元年1億5千万円東
大医科研

アンジュス阪大/タカラバ
イオ
DNAワクチン

ウイルスのDNAを人に
投与、mRNAを介して
ウイルス抗原が合成

第Ⅱ第Ⅲ相試験開始（東
京、大阪8施設）

タカラバイオ、AGC、カ
ネカ生産予定
93億8千万円を補助

・厚労科研費令和元年
度1千万円
・アンジュス（令和2年度）
20億円

KMバイオロジクス・東
大医科研・感染研・基
礎研

不活性化ウイルスを投与
（従来型）

第Ⅰ第Ⅱ相試験開始
（2021年3月）

60億9千万円を補助 令和2年度一次公募
10億6100万円KMバイ
オロジクス



・遅れの要約
　ファイザー社との契約遅延
　ファイザーワクチンの薬事法の特例承認遅延
　日本製ワクチン開発へのこだわりと遅延
　アストラゼネカ社ワクチンの誤算（血栓症副反応）
　　1億2千万回分　当面不使用　→　台湾・タイなどへ無償提供

3　ワクチン接種の遅れ
・高齢者接種の推進
　2021年6月末までに約3600万人2回分ワクチン配布完了
　モデルナワクチン承認に伴い、更に促進
・支援の強化
　1回2070円の基本単価
　加算　週100回以上を7月末まで4週間以上・・・1回2,000円
　　　　週150回以上を7月末まで4週間以上・・・1回3,000円
・接種医療従事者の拡大
　医師・看護職員・歯科医師　＋α
・ワクチン接種スケジュール
　医療従事者>高齢者>基礎疾患者・高齢者施設従事者>60-64歳
　しかし優先順位は出ているが、日程は確定
・ファイザー社配送スケジュール（令和3年5月3日時点）

2月22日 3月1-8日 3月22-29日 4月12-19日 5月3-10日

122ケース 1000ケース 1000ケース
400ケース

400ケース
2400ケース

2400ケース
1000ケース

・遅れの理由
　医療従事者不足　－　第4波　東京五輪
　国と自治体との調整不足　－　自治体の人員不足、ワクチン不足、物品不足、国の説明不足、システム不足
　緊急時の医師会機能不全

4　デルタ株蔓延
・ロックダウン再開　豪州シドニー
・新規感染者ピークへ　インドネシア
　　病院外にテント設営
　　ワクチン接種率　1回目9％、2回目4％
・ロックダウン継続　セーシェル
　　ワクチン接種率70％（アストラゼネカ＋シノファーム）
・EU内でも8月末までには主流に
・インドで始まり、EU・米・日本等に広く蔓延
・ワクチンの有効性

8 
 

３ ワクチン接種の遅れ 
・高齢者接種の推進 
 2021 年 6 月末までに約 3600 万人 2 回分ワクチン配布完了 
 モデルナワクチン承認に伴い、更に促進 
・支援の強化 
 1 回 2070 円の基本単価 
 加算 週 100 回以上を 7 月末まで 4 週間以上・・・1 回 2,000 円 
    週 150 回以上を 7 月末まで 4 週間以上・・・1 回 3,000 円 
・接種医療従事者の拡大 
 医師・看護職員・歯科医師 ＋α 
・ワクチン接種スケジュール 
 医療従事者>高齢者>基礎疾患者・高齢者施設従事者>60‐64 歳 
 しかし優先順位は出ているが、日程は確定 
・ファイザー社配送スケジュール（令和 3 年 5 月 3 日時点） 

2 月 22 日  3 月 1‐8 日  3 月 22‐29 日  4 月 12‐19 日  5 月 3‐10 日 
122 ケース  1000 ケース  1000 ケース 

  400 ケース 
400 ケース 

2400 ケース 
2400 ケース 
1000 ケース 

 
・遅れの理由 
 医療従事者不足 － 第 4 波 東京五輪 
 国と自治体との調整不足 － 自治体の人員不足、ワクチン不足、物品不足、国の説明不

足、システム不足 
 緊急時の医師会機能不全 
 
４ デルタ株蔓延 
・ロックダウン再開 豪州シドニー 
・新規感染者ピークへ インドネシア 
  病院外にテント設営 
  ワクチン接種率 1 回目 9％、2 回目 4％ 
・ロックダウン継続 セーシェル 
  ワクチン接種率 70％（アストラゼネカ＋シノファーム） 
・EU 内でも 8 月末までには主流に 
・インドで始まり、EU・米・日本等に広く蔓延 
・ワクチンの有効性 
                            ワクチン有効性 
                             （重症化予防） 
                             95％の免疫効果 
ワクチンリスク 
（副反応） 
451 名死亡 
（因果関係不評価） 
 
・変異株 

  最初の検出  感染性  重篤度  ワクチン効果 
アルファ株  2020 年 9 月英

国 
1.32 倍推定  1.4 倍  影響あり 

証拠なし 
ベータ株  2020 年 5 月南

アフリカ 
5 割程度高い  死亡リスク高  効果弱める 

ガンマ株  2020 年 11 月ブ

ラジル 
1.4～2.2 倍高い  入院リスク高

い 
効果を弱める

可能性 

・変異株
最初の検出 感染性 重篤度 ワクチン効果

アルファ株 2020年9月英国 1.32倍推定 1.4倍 影響あり　証拠なし
ベータ株 2020年5月南アフリカ 5割程度高い 死亡リスク高 効果弱める
ガンマ株 2020年11月ブラジル 1.4～2.2倍高い 入院リスク高い 効果を弱める可能性
デルタ株 2020年10月インド 高い可能性 入院リスク高い可能性 ワクチンと抗体医薬の効果を弱める可能性



・	国立感染症研究所発表　2021年6月6日ワクチン効果
アルファ株 ベータ株 ガンマ株 デルタ株

ファイザー 感染95.3％　発症97.0％ 発症75.0％ 不明 発症87.9％
モデルナ 不明 不明 不明 不明
アストラゼネカ 軽傷へ中等症10.4％ 不明 発症59.8％

5　副反応
ファイザー モデルナ アストラゼネカ

副反応

注射部位痛み>80％
疲労>60％
頭痛>60％
筋肉痛>30％
悪寒>30％
関節痛>20％

注射部位痛>90％
疲労>70％
頭痛・筋肉痛>60％
悪寒・関節痛>40％
悪心・嘔吐>20％

注射部位痛>60％
疲労・頭痛>50％
筋肉痛・倦怠感>40％
発熱感・悪寒>30％
関節痛・悪心>20％

各国対応 12歳以上に接種 18歳以上接種
（日本、アメリカ）

オランダ　60歳未満禁止
オーストラリア　50歳未満禁止
ポルトガル　60歳以上

6　今後の日本
下記厳守
　残業20時まで
　出勤者の7割削減
　時差出勤・自転車通勤推奨
　事業所の換気励行
　テレビ会議の活用
　昼休みの時差取得
　休憩室、更衣室、喫煙室利用への注意喚起

　ご清聴ありがとうございます。
（要約文責　宮下）

富田洋 平 会長	 富田年度オンライン初例会、楽しんでまい
りましょう！

大盛敬子 会員	 昨日、捨てられた犬、殺処分前に助かっ
た犬たちが訓練によってセラピードッグにな
られた犬達と会ってきました!!　感動です

にこにこ合計5,000円



開始（司会：高橋肇会員）
　皆様　オンライン例会を開催させていただきます。	
　なお、本日の例会の模様は当クラブの週報用の記録
としてビデオ録画をさせていただく予定ですので、参
加者の皆様におかれましては、個人情報への許諾を予
めよろしくお願い致します。

富田洋平会長　点鐘挨拶
　皆様、オンライン例会にようこそおいで下さいました！
　いよいよオリンピックが始まりました。今回はたくさ
んのメダルを獲得できるんじゃないかと言われておりま
すが、この2日間、感動できることが沢山ありました。
ここに来るまで選手一人一人過程を調べると非常に見
応えのあるものになるんじゃないかと思います、そんな
ところにも期待しながらオリンピックを楽しんでいきた
いなと思います。オンライン例会を元気いっぱいやりた
いなと思います。それでは816回例会を始めたいと思い
ます。

ロータリーソング
　「奉仕の理想」

ゲスト発表（安原良昭SAA委員長）
　オンライン例会にようこそおいで下さいました。	
　本日のお客様は、1名です。	
・卓話をしていただきます
　ELEVEN	ARTS	STUDIOUS　CEO　森コウ	様

熱海災害募金報告（富田洋平会長）
　先日お伝えしたとおり、熱海災害義捐金として当クラ
ブの年会費から1人1,000円を提供いただいています。
全体で58,000円の募金をさせて頂きましたことをご報
告申し上げます。それに加えて金子会員、かづき会員、
大盛会員、鈴木会員はさらに別途個人的に追加の募
金を頂きましたのでご報告致します。ありがとうござい
ました。

今年度理事紹介と挨拶（富田洋平会長）
　前回に引き続き、理事の方々に一言ずつ、1人3分
のご挨拶を頂きます。

（時枝紀子理事　監査）	
・ 	皆様おはようございます。オリンピックも始まって暑
い夏ですが、盛り上がっていきたいと思います。私
はクラブで監査というお役を担当しています。地区
では規定審議会委員で、勉強していない部分があり、

これから勉強させていただいて、クラブにフィード
バックしていきたいと思います。当クラブ会員数が
60名前後ということで素晴らしいことです。お顔と
名前が一致し、例会も盛り上がり、運営資金も安定
し、中堅のクラブとして理想的な人数だと思います。	

・	コロナ禍で大変な状況ではありますが、本来ロータ
リーの魅力は例会で週1回顔を合わせて親睦を深め
る、これが基本だと思っていたんですが、それがで
きない。でも逆にオンライン化でそういう状況でも皆
さんとコミュニケーションがとれるようになっていま
す。私たちの年代はデジタルに対してどうしてもハー
ドルが高いのですが、ITツールはあくまでコミュニ
ケーションのツールだと思っていますので、これから
はデジタルを使って、親睦・奉仕・リーダーシップな
どの価値観にバランスを取って運営して行ければと
思います。	

・	日本のロータリーは、100周年を迎えており、先輩ロー
タリアンたちの積み重ねた歴史を今一度思い返しな
がら敬意をもって学んでいきたいと思っています。	

・	又、今年は当クラブ20周年で、もう1回クラブとして
の組織をしっかり富田会長にまとめて頂き、理事会
と一丸となって突き進めていきたいと思っております。
又、全部の会員が今クラブで何をやっているのかを
共有できる、風通しがよく奉仕に機動力を発揮でき
る、社会の中で役に立てるクラブでありたいと思っ
ています。

（野呂洋子理事　会計）	
　2年引続き会計を見させていただいている野呂でご
ざいます。この2年間コロナも含めて事務局が変わると
いう大激動を経験し、その中で会計の見直しも大幅に
させていただいております。会計のシステムはマネーフォ
ワードに移ってきたんですが、事務局の木村さんも大
分慣れてきております。	
　合わせて現金については現金の取り扱いなしとし、
基本的には立替金処理をした後で立替金の清算をする
という現金はゼロとするシステムにしています。	
　今、早川さん・大石さんのお二人の公認会計士にも
会計のメンバーとして入っていただき、先週も木村さん
も入って4人で打合せさせていただいて、今期決算につ
いても中味を見させていただいて、本日中に木村さん
が書類を整えることができるということですので、近日
中に昨年度監査の石川会員・時枝会員にも見ていただ
いて、なるべく早い形で理事の皆様に会計報告ができ
るように考えています。	
　又、マネーフォワードのデータについては、ご希望の
会員には誰でもオンラインで生のデータを見られるよう
に公開して対応していきますので、ご希望ありましたら
お声掛け下さい。透明で素早い会計を目指して又1年
間やっていきたいと思っています。

� 例会報告  第816回  2021年7月26日（月）
	 オンライン例会

接続会員数28名+メーキャップ0名
（正会員58名-休会6名）

出席率 53.85%



ELEVEN�ARTS�STUDIOUS
CEO　森�コウ　様

・	私はロスアンゼルス在住22年でプ
ロデューサーをやっております。丁
度今日本におりまして、私がプロデュースした映画「太
陽の子」が８月6日公開予定でそのプロモーション
で来ております。	
　「太陽の子」は当社とNHKの日米合作で作られ、
2020年8月15日にこの映画のテレビ版がNHKで放
映されています。ただ、テレビ版は映画版とは全然
違う視点であり、別の作品となっています。	
　今回日米合作で、ハリウッドからもスタッフがたく
さん来ています。話の内容が原爆開発に携わってい
た若者たちの熱い青春グラフィティみたいな内容で
す。監督と脚本が、『青天を衝け』の総監督の黒崎
博で、出演は柳楽優弥さんと有村架純さんと三浦春
馬さんです。本年8月6日公開なので、ご興味のあ
る方は是非劇場に来ていただけると嬉しいです。	

・	22年前、私がロスアンゼルスに行ったのは、プロ
デューサーになるためでしたが、日本人としてプロ
デューサーになるのはなかなか難しいことで、特に
プロデューサーはクリエイティブな部分だけでなく交
渉とかコミュニケーション力が必要で、それこそ資
金集めもしなければならないので、ハリウッドで大
きなポジションを取るのは簡単ではない訳です。と
ころが最近はハリウッドが劇的に変ってきており、そ
の理由で一番大きいのは時代の流れが一番ですが、
やはりトランプ大統領の存在がすごく大きかったの
です。トランプ大統領はアメリカの人種問題だったり、
女性軽視だったり、アメリカの膿みたいなものを彼
を通して全部世に出してしまったみたいなところがあ
るのです。その影響を受けてまさに女性が立ち上が
るという意味でいうと、数年前にアカデミー賞を何
度も受賞したことのあるハービー・ワインシュタイン
という超大物プロデューサーが女性たちに過去に大
物プロデューサーという立場を使っていろいろなセク
ハラをしてしまったということについて、トランプさん
が巻き起こした台風の中で、勇気のある女性が声を
挙げるようになり、そこから怖くて言えなかった女性
たちで一気に大きな流れが変わってきたのです。	
　そもそもハリウッドでも女性のフィルムメーカー、
例えば監督という視点でみても今年93回目のアカデ
ミー賞があったのですが、毎年監督賞には5人ノミ
ネートされるので、過去に450人以上ノミネートされ
ていますが、これまでノミネートされた女性監督は7
人しかいないのです。これは驚異的数字でびっくり

（福元智子理事　会員組織担当）	
　今期会員担当理事を仰せつかっております福元で
す。どうぞよろしくお願いいたします。	
　皆さん「会員組織担当理事ってなに」と思ってらっ
しゃる方が多いんじゃないかと思います。委員会活動
を活性化してチームで動くということをやっていくため
に、今年度から新しく作られた役職です。1つは、委
員会活動の活発化のサポート、2つ目には理事会と委
員会をつなぐという2つの役割があると思っています。	
　毎月の理事会の意図、方向性が会員の皆様にきち
んとご理解いただけるようにお手伝いしていきたいと思
います。	
　今回コロナでオンラインを余儀なくされることが続
き、緊急事態宣言が８月22日までですが今後どうなっ
ていくかまだ分からない状況の中でオンライン例会を少
しでも楽しく積極的に参加したいと思えるような工夫を
委員会の皆さんとしていければいいなと思っています。	
　先週早速会員組織委員会の第1回目の会議を西村
委員長が開催下さいまして、何人かの委員が参加して
面白いアイデアも出ていますので、例会・ファイヤーサ
イドに活用して、皆さんと楽しくやっていければと思っ
ております。どうぞよろしくお願い致します。	

（井関和美会員増強委員長）	
　体調が優れず、自宅からオンラインで参加させて頂
いております。今回私は増強のお手伝いをさせて頂く
ことになりました。皆様のご協力をいただきながらゆっ
くりと進めさせていただきたいなと思っております。よ
ろしくお願い致します。

幹事報告（石原忠始幹事）
・	８月2日の理事会と例会は、当初ハイブリッドを予定
していましたが、緊急事態宣言が延長となりました
ので、理事の皆様にメールで確認の上、Zoomオン
ライン1本となりました。	
　8月2日12時30分からZoom例会、その終了後に
Zoom理事会の予定です。	
・ 	今年度の予算について富田会長から7月理事会で案
文を出しましたが、一部奉仕活動を中心に修正があ
るので、８月理事会で協議を経た後皆さんへ発表
の予定です。

報告（城麻里奈プログラム委員長）
・ 	今年度も卓話者を年1人はご紹介いただきたくお願
いいたします。	

・ 	今年度はクラブ内交流を深めるという会長の熱い思
いを大切に、新しい試みとして先輩会員から話を伺
う座談会などの機会をご用意しております。

「劇的変化を遂げる
　　　　　　ハリウッドの現状」

卓
話



　しかし、これもなかなか難しい議論で、たとえば
ゲイであるということをカミングアウトしていない役
者さんがたくさんいますし、それって個人のプライバ
シーの問題で、それをどこまで表に出すかはすごく
難しいこと、ただそういうことが少なくとも日々議論
されているということは、僕はすごくいいことと思っ
ています。	
　実際今僕がやろうとしている作品の一つに、まさ
に主人公がゲイの役があるのですが、これが今そう
いう議論になっていて、最終的な決断はまだされて
いないんですが、これは避けて通れない議論なの
で、自分のなかでも最終的結論がどうなるのか、自
分のプロジェクトでありながら楽しみで興味深いとこ
ろです。	
　そういう流れの中で、日本で言うと日本人の役、
これは歴史上最もちゃんと日本人の役者さんたちが
ハリウッドなり世界の舞台で活躍の場が与えられて
いる機会が一番多くなってきているんですね。	

・ 	最大の理由は、さっき言ったようないかにどれだけ
オーセンティックに正直に物語を作っていくかという
姿勢をハリウッドが取り始めているってことが一番大
きいことですよね。でももう一つあるのが、皆さんも
よくご覧になっているネットフリックスが一般的です
が、アメリカにはそれ以外にもたくさんVOD（Video	
on	demand）プラットフォームがあり、今各スタジオ、
ワーナーブラザーズ、パラマウント、ソニー、ユニバー
サルなどがそれぞれプラットフォームを持っています。
たとえば、「ディズニープラス」ではサブスクリプショ
ンといって月々代金を払って見放題というものです。	
　各スタジオはネットフリックスに権利を渡さず、自
分たちで作った映画は自分たちのプラットフォームで
流していくスタンスにどんどん変わってきています。	
　これは映画界にとって歴史上最も大きいターニン
グポイントだと思うんですね。なぜかと言うと、もと
もと映画は劇場でかかるものだと皆さん思われてい
たと思うんです。今でもそう思われている方が多いと
思うんです。僕自身も、今でも映画は劇場で見るもの
と思っていますから、劇場でかけるとはどういうこと
かというと、お客様が劇場に来てくれて、チケットを
買って、日本なら2,000円近く、1,800円、1,900円で
チケットを買って映画を見るということなんです。当
然ヒットする映画はたくさん人が入りますよね、その
興業成績によって、いろんなことが左右されていく。
もっと言えば、作る前にどうやったらヒットするか考え
て作らないといけないということになり、ジェンダー
だとか日本人だとかに関わらず、お客様がたくさん入
る俳優さんを使っていかないといけないという発想の
下に作られていかないといけないということです。	
　このプラットフォームは一切興業成績は関係ない
んです。作って流して何人見ようがそこは実は関係な
いんです、まったく。それが話題になればさらに参

なんですが、その中で過去に監督賞を受賞したのは
2人しかいないのです。	
　アメリカでは、皆さんが立ち上がって女性問題を
戦ってきた部分ではあるんだけれども、結局蓋を開
けてみればハリウッドもそのど真ん中にいたというわ
けです。	
　それと同時に私が22年前にアメリカに行った当時
から、もうここ最近5年間変わってきたのですが、
以前は脚本があったとしてすごく面白い脚本だとし
て、その主人公がたとえば黒人だったり、たとえば
アジア人だったりすると、まず常識的に当たり前に言
われるのが主人公は白人にしないといけないという
ことなんです。	
　それぐらいアジアのストーリー、黒人のストーリー
だったり、白人以外のストーリーを伝えていくのは現
実的にすごく難しかったのです。それがさっき言った
ような大きな流れの中ですごく今変わってきて、ハリ
ウッドも極端なもので今は逆に白人主人公だとこれ
をたとえば女性にできないかなとか、これ黒人にで
きないかなと逆のことを言い始めてるなどものすごい
ことになっています。	
　そういう会話が今は当たり前になってきて、それ
こそそういう流れの中で、たとえば皆さんご存知のよ
うに80年代とか90年代のハリウッド映画で日本人
が出てきたときにステレオタイプの日本人が出てきて、
実は日本人じゃなかったり、すごく片言の日本語でこ
れ違くないってことも、当時ハリウッドでは許されて
いた感もあるのですが、今となってはもうそういうこ
とが許されない時代になってきていることですよね。
僕はこれはすごくいいことだと思っていて、むしろな
ぜ当時そういうことに皆が声を挙げなかったのかと
いうことが今となっては不思議に思えます。	
　そもそも話の流れ上、有名な話があって、4，5年
くらい前にハワイの映画があり、主演がブラッドリー・
クーパーという有名な俳優さんと女優さんがエマ・ス
トーンという有名な方で、たしか「アロハ」という映
画だったと思いますが、エマ・ストーンが役柄上ハワ
イアンの役だったんですよ。でも、彼女はおもいっき
り白人で、世論・世の中が「これまちがっているだろう」
と。当時この二人は大スターで、この二人が出るだ
けでヒット間違いないということであったにも関わら
ず日本語で言う「炎上」してしまったためにこの映
画は風のように消えていってしまった映画になってし
まったのです。	
　こういうことが今でも顕著に起こっているので、今
どれだけ役に正直にキャスティングするかということ
が非常にポイントになってきているのです。もっとい
うと、ここに今ジェンダーも入ってきて、たとえばゲイ
の役があったとして、ゲイの役をゲイでない役者が
演っていいのかというそういう議論にまでなってきて
いるんです。	



まった事件があって、あとは女性に対しての軽視と
いうことがあって起こってしまった事件でもあり、そ
の事件を中心に話が展開していくんですが、この話
はジョディー・フォスターという有名なハリウッドの女
優さんあるいは今は僕は俳優と呼んでいるんですが、
彼女が8年間オプション権を持っていた、この脚本
を映画化できるという独占権を持っていたんです。
でも、ジョディー・フォスターが自分で監督をして、
さらに日本人夫婦の奥さんの方が主演で、アメリカ
人の方は彼らの悲劇を守る弁護士の役でそれをジョ
ディー・フォスターが監督も含めてやりたいというこ
とでずっと8年間キープしてきたのですけれども、
彼女をもってしてもこの話を映画化することはできな
かったんですよ。なぜならさっき言った理由で、いく
らジョディー・フォスターが監督しても、主演が日本
人だということがやはり当時の実情では絶対にでき
ないことで、実現されなかったのです。	
　これを書いたのが、ベリーナ・ハット・ヒュースト
ンという脚本家で、彼女は実は南カリフォルニア大
学、USCという大学で脚本を教えている教授なんで
すよ。ご本人自体は、アメリカの演劇の世界ではトッ
プ5に入ると言われている人で、演劇の脚本家なの
です。彼女自身が黒人と日本人のハーフなので、す
ごくそういう意味でも注目されていて、このベリーナ
さんと僕は以前から親しくさせていただいていて、
ジョディー・フォスターから権利がベリーナさん本人
に戻って来た時に、この作品を是非映画化してほし
いと彼女から僕にオファーがあり今その作品を作ろ
うとして活動しています。	
　僕は、今お話しさせていただいたハリウッドの状
況を考えると、これは間違いなく僕自身もこれを映
画化したいと思っていたし、まちがいなく今までとは
違った受入れられ方をするだろうと思っています。今
ちょうどこの作品のキャスティングをしている最中で
あります。なので、こういう作品も世に出せるという
ことで、すごくいい時代になってきているなと思って
います。伝える側としてその話を正確に商業ベースで
ないところでストーリーテリングをちゃんとしていかな
いといけないと思っています。	

・ 		実は最初に説明した「太陽の子」も見ていただける
と分かるのですが、実は3人の主人公のキャラクター
の中で最も僕が個人的に脚本の段階から好きな
キャラクターは有村架純さんが演じる「世津」という
役で、その理由というのは、まさに第2次大戦中の
中で彼女はしっかりと未来を見据えているが、男性
陣は戦争という時代に翻弄されていくんですが、女
性の彼女はしっかり客観的にそれをとらえて興味深
いキャラクターづくりとなっています。是非観る機会
がありましたら、そこも注目して頂ければと思います。	
　これで時間が来ました。ありがとうございました。

（要約文責　宮下）

加してくれるサブスクリプションしてくれる人たちが増
えるということですよね。あるいは増えるから株価が
上がるみたいな、そういう発想でつまりどれだけ話
題になるかということをしっかりと把握しておけば、
実際の数字というのは実はあまり関係ない。で、話
題になるのはたくさんのスターが出るというわけでは
なく、いかに今まで作られたことのない作品を作っ
ていくかという別の角度が出来てきているのです。
それによって、さっきの実際日本人が主演になります
とか、そういうことがこれからも可能になります。もっ
と言えば、日本のストーリーだったり他国のストーリー
とかがちゃんとした予算の下で、ハリウッドで作られ
ていくことも可能になってくるという非常に興味深い
面白い時代になってきているというのは間違いない
ことです。	

・	そういう変化は、僕が22年前、アメリカへ行ったと
きから比べるともう劇的であって、自分は今日本人で
すから、日本人としてハリウッドでやってきて僕が世
に出していこうとしていた作品というのは必ず日本の
要素を入れていくこと、必ずしも話の内容が日本だと
いうことだけではなく、例えば日本のフィルムメーカー
や監督だったり日本の役者さんを入れるとか、ある
いはアメリカの話だけど日本で撮影するだとか、そう
いった日本の要素をいれようとしてきたんですね。
　それは自分が出身が日本である部分が一番大きい
んですが、プラスちゃんとした日本というものをアメ
リカ人がどれだけ表現できるかというのはやっぱり難
しいと思うんですよね。	
　逆に言えば、僕がピュアなアメリカ映画を作ろうと
したところで、ちゃんとした小学校・中学校・高校と
いうような教育を受けていないから、文化的価値観
がずれて出てきちゃう。そうするとやっぱりちゃんと
したアメリカの作品を作るのはアメリカ人であるべき
だし、だとしたら僕がハリウッドでできる、商売的
な言い方をしてしまうとブランディングをクリアにでき
るのはやっぱり日本の要素をしっかりとした形でアメ
リカの映画、ハリウッドの資本の映画の中へ入れて
いくこと、これが今まで自分がずっとチャレンジして
きたことなんですが今後ますますそういうことが可能
になっていくというのはすごくうれしいこと、これか
らすごく期待できると思います。	

・	いま、実は僕がまさに進めている1本の作品で、
「kokoro」というタイトルの作品があるんですけど、
話はアメリカで起きるんですが、話の中心にくるのは
日本人の若い家族がアメリカに移住して彼らに起
こってしまう悲劇の話で、実は1980年代を舞台にし
ているんですけれども、事実を基にしている話なん
です。今は時間が無いので、ストーリーは省かせて
もらいますがすごくいい話であるし、大事な話なん
ですね。	
　話のコアに来るのは文化観の違いで起こってし
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富田洋 平 会長	 オリンピック選手お一人お一人から感動と
活力を頂いております！

大盛敬子 会員	 五輪が開催されました、コロナ拡大になら
ないことを祈ってニコニコします。
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