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◆長谷川会長挨拶
◆誕生祝い

【徳永会員

井出会員

◆米山奨学金授与

【蔡

◆卓話

先生】

【大石

圭

吉野会員

郁琪（サイ

佐藤会員】

ユチ ）さん】

◎会長報告
夏だというのに台風もいっぱい来ていてご注意ください。今日は、スポーツの話を致します。
日本の３大スポーツは、野球、ゴルフ、サッカーですが、今日はゴルフの話をします。私は
小さいころから父に連れられてコースにも出ていまして、左利きだったので、当時はクラブ
がなかったので、アメ横でハーフをバラで揃えたことを覚えています。ゴルフと言えば日本
では石川、松山が活躍していますが、世界ではタイガーウッズでしょう。平成９年にウッズ
はプロ入りしたばかりなのにテレビに出ていました。なぜ、生意気な無名のタイガーがテレ
ビに出ていたかというとナイキと５年契約で４０００万ドルという大型の契約をしたと言う
んですね。その時にウッズがパットは強気だというんです。要は届かなければ入らないとい
う事なんですが、名選手は若い時から違うんだなと思いましたが、実際に５か月後のマスター
長谷川

ズのトーナメントで優勝し脚光を浴びました。当然、ナイキも売り上げを伸ばし元は取った

会長

のではないでしょうか。先見の明があったという事です。敬服すると同時にさすがのナイキ
もその後セックス中毒になるとは予見できなっかた様ですが。皆さんもゴルフにおいては参
考にするのは良いですが、他はまねしないでください。

◎幹事報告
先週の理事会の報告を致します。８月２２日花火大会の予算案は採決されました。近藤委員
長、牧石会員を中心に楽しんでいただけるように計画しているようですので、皆様楽しみに
してください。次に、事務局のパソコンが古くなりましたので、新規に買い替えるという事で、
承認されました。ホームページのリニューアルと更新につきましてアシストコーポレーショ
ンの佐藤会員にお願いすることになりました。平塚市の児童生徒の創意工夫展が１０月に有
りますがそれに 5,000 円の協賛を致します。最後に田中会員より皆様にメールが届くと思い
ますが、リアンの納涼祭が台風の為に３０日に延期されました。以上です。

◎米山奨学金授与
蔡
蔡

郁琪（サイ

ユチ ）さん

郁琪（サイ

ユチ）さん
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週報

佐藤会員】

会員

■徳永会員
今日で７１歳になりました。3 歳から記憶が有りまして、上野駅で浮浪児のかっぱらいを目
撃した事や、東海道線で静岡に行った時に窓から海しか見えなかった事を覚えています。ロー
タリーはチャーターメンバーとして何も出来なかったですが、今後とも宜しくお願いします

井出

会員

■井出会員
１０日で５８歳になります。あと２年で６０歳になりますが、１０年ごとの目標で５０代は
人、物、金の仕組み作りを構築する。それを事業継承するのが目標なので頑張ります。

■吉野会員
８月１２日に５８歳になります。先月井出さんと男三人癒しの旅でタイに行来ました。象に
載ったり、お遍路さんになったりと真面目に行ってまいりました。来年も出来るといいなと
思います。
吉野

会員

■佐藤会員
昨日７日で５１歳になりました。ロータリーで二回目の誕生日ですが、８月の誕生日で夏休
みなので、今まで祝ってもらえなっかたですが、ロータリーに加入してからは祝ってもらえ
嬉しいです。まだまだ５０の駆け出しですので、皆様の背中を見ながら良い大人に育って生
きたい。

◎委員会報告
佐藤

会員

■青少年奉仕委員会

大森会員

交換留学生の件ですが、ホストファミリーとして井出さんが２ヶ月、細野さんが３ヶ月見て
くださいますが、来日しましたら皆様宜しくお願いします。

◎出席報告
■原

博章

会員数４０名

会員
出席義務者３８名

出席者２４名

出席率

６３．１５％
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圭

先生

ご紹介

週報
小沢

会員

作家の先生ですが、平塚に２０年以上住んでいられた方です。４０以上の作品が有り、映画
化された「呪怨」が有名ですが、又今度女優の佐々木希さんを主役にリメイクされます。ホラー
小説・サスペンス・官能小説と多彩な分野で活躍されています。壇蜜」さんの「甘い蜜」も是非、
皆さん奥様に内緒に楽しんでください。
大石

圭

先生

■卓話

大石

圭

先生

クシーンでは第一人者だと思います。去年、漫画が東京
都迷惑規制条例に引っかかって発売禁止になりました。
大した人生を歩んできていませんが、たまたま小説家に
Ｑ．映画を作ると原作者としてお金が入ると思うのですがど
なって２１年間小説だけを書いてきました。家でも何も
の位ですか？
出来ないし何もしません。今書いているのはホラーと官
Ａ．映画権料は大体１００万円位から２００万円位です。映画
能小説ですが、今一番代表的なのが、悪人が主人公で読
になると本やＤＶＤの印税等が入ります。
者がその凶悪犯人に感情移入し凶悪犯人を応援したくな
Ｑ．小説家と絵の作家はどう違いますか？
るようなそんな小説です。こういった小説を書くのは自
Ａ．小説家と絵の作家はどう違うかといいますと、やはり小説
分位だと思っています。６月に佐々木希さん主演で
「呪怨」
は不利ですね。漫画や映画は視覚なのでインパクトがあり
が出ましたが丁度５０作目の作品です。今後は年末位か
ます。パッと見てわかる訳ですよね。今、対策は考えてい
ら小説現代で連載を始めようと考えています。何か質問
ます。現在は出版事情が悪いあまり本が売れていないので、
が有れば何でもお答えします。
より面白くてよりエッチな本を書きたいです。
Ｑ．５０作の中で、一番の作品は何ですか？
Ｑ．プロットはどう考えるのか
Ａ．やはり代表作は「甘い鞭」ですが、壇蜜さん主演で映画に
Ａ．一日中考えていて、こんなシーンを書きたい、その為に
なりました。彼女はとても素敵な女性です。
どんな主人公にするかをまず考えて、その人を生かすた Ｑ．少しでもお役に立てたくて生首の写真を送ったのですが如
めにどんなプロットにするかを考える。自分の小説は大
何ですか
体原稿用紙５００枚位ですがそのうち１００枚位がプ Ａ．自分は知らなかったのですが、歯医者さんは本物の生首を
ロットで、そこから書き始める。プロットさえＯＫが出
使って勉強するそうですね。自分は血みどろのシーンは苦
ればほぼ完成と言えます。
手で、ものすごく気持ち悪くて使えないです。
Ｑ．ホラーに対してはどんな感じ
Ｑ．ホラーと官能どっちが好きですか？
Ａ．怖いものが無いので難しいのですが、人はどんなものが Ａ．僕は実はホラーはあまり書かないんです。官能小説という
怖いのかを考える と昔は因縁、悪いことをしたからそ
より犯罪者を主人公にし、その中に性描写を入れるという
の人が祟られるだったのが、今は誰にでも来るという怖
スタイルです。ホラー小説を書いて欲しいと出版社に言わ
さがある。偶然出くわすという怖さがある。ハリウッド
れれば書きますが、ホラー小説は今ネタが出尽くしている
の「１３０３」という映画を作ったんですが、その映画
感じで、新しいネタが必要です。
では最後はお化けと人の対決で、その結果怖くなくなっ Ｑ．平塚の前はどちらに居られましたか？
てしまいました。
「呪怨」はほとんどお化けが出てこない Ａ．浅間町に引っ越しました。今は、横浜市の青葉区で坂ばか
りですが、平塚は坂が無くて良い所ですので、戻ってきて
作品で、窓ガラスにちょっと写るとか、そのほうが怖い。
もいいかなとも思っています。
今度の「呪怨」は普通に良く出て来るので、そのほうが
Ｑ．影響を受けた作家はいますか？
怖くない。
Ｑ．作品を作るときに取材をする人としない人がいますが、 Ａ．村上龍（文芸誌））と村上春樹ですね。英文学ではヘミング
ウエイ、サガン一時期芥川龍之介や１０代の頃は太宰治と
先生はどちらですか？
かでした。村上春樹は僕が見つけた作家だと思っています
Ａ．自分は取材にはいきません。考えるのですが、官能小説
が今は人気が出ているのでショックです。
やビデオはあまりエッチでは無い。自分で想像したほう
がよりいい感じがする。自分がもしかしたら一番かもし Ｑ．平塚に住んでいられましたが平塚を舞台にした作品は有り
ますか？
れない。「特選小説」という官能小説が有りますが、あま
りエッチでは無い。というのも、自主規制が沢山ありす Ａ．いろいろある作品の中で「湘南人肉医」はそうですね。「処
刑列車」は馬入橋を舞台にしています。あと、「アンダー・
ぎてエッチでは無く なってしまうのですが、僕の場合
ユア・ベッド」という小説も平塚が舞台です。
は一般紙なので。きたい放題書いている。 エロティッ

謝辞

長谷川会長

今日はありがとうございました。今後の活躍を期待いたします。
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◎スマイル報告
長谷川会長

大石様、本日の卓話楽しみにしております。宜しくお願いします。

関口幹事

大石様卓話楽しみにしています。

井出会員

全国学生技術大会、関東地区予選大会に当校から８名参加し４名が入選し全国
大会出場チケットを手に入れる事が出来ました。今年こそ日本一を目指して頑
張ります。

大森会員

今月末にカナダからの留学生クロエが来日します。先月の彼女からのメールご
紹介します。「こんにちは大森さん、メッセージありがとうございます。皆さん
に会えることとてもエキサイティングしています。日本に行く日時がわかりま
したらすぐご連絡します。」彼女が来日しましたら会員の皆様のご協力宜しくお
願いします。

小沢会員

本日は大石圭様、奥様ようこそいらっしゃいました。本日の卓話楽しみにして
います。

柏木会員

週末の台風、四国地方が無事なことをお祈り申し上げます。

兼松会員

暑い日が続きますね。熱中症に気を付けてください。熱中症お酒はダメみたい
です。

黒柳会員

巨人どうしましたか？横浜に３連敗。古木さんおいしいお酒を飲みたいです。

佐藤会員

御陰様で昨日５１回目の誕生日を迎えることが出来ました。入会してから２回
目の誕生日今後とも宜しくお願いします。

清水会員

またイラクの空爆が始まるみたいです。あれる中東、ガソリンがまた上がって
しまうのでしょうか。

高橋会員

大石様ようこそ。卓話楽しみです。

徳永会員

今日誕生日を迎えました。７１歳となりました。今日は都合で中座します。

原 ( 康 ) 会員 今度の日曜日は台風が来そうです。皆さん気を付けて下さい。
古木会員

炭水化物ダイエットで５ｋｇ痩せました。

細野会員

母の命日が今日で、母が最期に食べたものが鉄火丼でしたので、いつも８月８
日は鉄火丼なのですが電話で妻に夕食は鉄火丼をやめてくれと言っておきまし
た。（例会食事が鉄火丼でした）大石先生本日宜しくお願いします。

牧石会員

今年の夏休みは，おふくろを色々なところへ食事に連れて行き、おふくろ孝行
をしようと思います。

吉野会員

誕生日祝いありがとうございます。大石先生卓話楽しみにしています。

