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（第4,761回）
例会
大阪発“朝ドラ”の舞台裏
NHK大阪拠点放送局
チーフ・プロデューサー
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私は去年の10月から今年3月まで放送した
連続テレビ小説「スカーレット」の制作統括を
務めました。朝ドラは意外と知られていない
のですが，1シリーズが半年間，基本的には 1
週も空けずに放送する仕組みで，東京が4月
～9月の前期，大阪は10月～3月の後期を担
当します。
◇「 西 日 本 が 舞 台 」 が 不 文 律 ◇
大阪担当の朝ドラには不文律として「西日
本を舞台に」があります。関西をあっちこっ
ち行き，陶芸の話に，となりました。何かに
向けて努力し，成果が画面に見えてくるとい
うのは，ドラマに向いています。
陶芸は頭の中に思い描いたものを指先で土
に伝え，力を込めて形をつくり，炎の中で焼

9月11日（金）
（第4,763回例会）
の卓話
大阪大学
教 授

言語文化研究科

いていきます。どの方にお聞きしても，実際
思い描いたものと炎から冷めて出てくるもの
は違っている，と。思いどおりのものが完全
にはできないというのが，人生で起こることに
なぞらえるような気がしました。こんなよい
テーマが私のために残っていた，と飛びつい
たような次第でした。
陶芸のドラマや映画で失敗作を割るシーン
があるのですが，取材させていただいた中で，
それはやめてほしいといろいろな陶芸家に言
われました。
「自分たちにとっては，失敗と
思ってもどれも愛おしい作品なので，割りた
いと思ったことなどほとんどない」と。確かに
ドラマの作り手としては謙虚に考えなければ
いけないところです。人生もそうとらえたい
との思いもありましたので，それは心してやろ
うと思いました。

次回9月18日（金）の卓話

深 尾
葉 子 氏
「香港の民主化と
中国の一国二制度の行方」
（プログラム担当 道上

（株）
日本総合研究所 調査部 マクロ経済研究センター
所 長
石 川
智 久 氏

「
『大阪の逆襲』
と
『大阪が日本を救う』
を出版して
～高まる大阪への期待」

洋三 君）
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スカーレットは色の名前で，日本語で「緋
色」と書きます。火の色という意味合いです。
陶芸に生きる女性を描くのであれば，熱くて，
温かいものを描きたいなというのもありまし
たので，燃えるような人生，心意気という意
味でも「スカーレット」というタイトルを選び
ました。
◇オーディションはせず一本釣り◇
「スカーレット」のヒロインの喜美子には，
戸田恵梨香さんを抜てきしました。千人ぐら
いが来るオーディションが朝ドラの一つの
醍醐味と言われるのですが，今回私は戸田
さんを一本釣りしまして，ぜひお願いしたい
と話を持っていきました。彼女は非常に演技
力があり，すごく幅が広いというか，若い女性
からお年の女性まで演じるのがとてもうまい
のです。私の中で，ヒロインの60歳までを一
人の女優に演じてほしいという思いがありま
した。
戸田さんはとても制作全般に熱心で「私は
きれいにみせようとは微塵も思いません，本
当に陶芸をしているようにみせたいのです」と
おっしゃってくださいました。撮影が始まる
3ヵ月くらい前から，東京でまず陶芸の先生の
もとで修業して，信楽で修業しました。私た
ちが「吹替」と呼ぶ，手元のカットだけプロに
やってもらう手法があります。ただ戸田さん
には「手元も全部あなたの手で撮るので，毎日
土に触っているようにみえるように修業して
ね」とお願いしました。彼女も大いにやって
くれました。
出演者については，関西弁を流暢にしゃ
べってほしいというのがあったので，関西出
身の俳優を中心に選びました。関西の方に出
ていただくとなにがいいかというと，アドリブ
がきくので，泣くお芝居，怒るお芝居，皆でふ
ざけ合うお芝居，そういうのがとても生き生
きしてくるのです。ちょっと言葉指導の届か
ないところで本当に生きている生活が描ける
のも，関西出身の俳優さんのとてもいいとこ
ろだと思います。
◇「全体をみる」
「ありとあらゆる」が仕事◇
プロデューサーとはそもそも何か，という

お話をしておこうかなと思います。とにかく
企画を立ち上げて，これをどうしてもやるんだ
という気持ちを持って始めて，放送して，成
功させるというところまでの，全体をみるとい
う仕事です。台本に合わせて，このシーンは
どのような映像にする，どうお芝居をしてもら
うということを考えるのがディレクター。ど
ういう音楽をかけよう，どういう編集をしよう
というのは，演出の仕事です。
プロデューサーは全体を見て，地元とのや
り取り，脚本でこういう話にもっていく，キャ
スティングをするのでスタッフを集める，お
金の計算―。ありとあらゆることをやらな
きゃいけない仕事になっています。
今，実はそんなに大阪でドラマは作ってい
ないのです。作ってらっしゃる放送局もあり
ますけれども，ほとんど東京で作っているとい
うのが実態です。その中で，こういう朝ドラ
で，関東とは違う関西のお芝居を見せていく，
エンタメを見せていくという土台になってい
るのは，実はとても大きなことかなと思って
います。
女性の成長譚をとりあげることが多いので
すが，誰かが元気に成長していく話を朝に
届けられるというのは，やはり私たちの中で
も本当にやりがいになっています。関西でつ
くるものは，明るいんです。そういったこと
をお届けできるのが，とても我ながらありがた
い仕事だなと思っております。
今，
「エール」がちょっと止まっていて，もう
すぐ再スタートしますが，その後，
「おちょや
ん」というNHK大阪の朝ドラを私の後輩が
準備しております。松竹の名女優浪花千栄子
さんがモデルです。まだ始まる時期が決まっ
ていないのですが，応援していただければ幸
いです。
（スライドとともに）
卓話者紹介：1995年NHK入局。岡山局勤務を
経て，東京・ドラマ部，大阪局，NHKエンター
プライズで一貫してドラマ制作に携わる。
「ちゅ
らさん」
「天地人」
「坂の上の雲」
「カーネーショ
ン」
「ごちそうさん」などに参加。制作統括として
「アシガール」，連続テレビ小説「スカーレット」
を手掛ける。2018年より二度目の大阪局勤務中。
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Members News

録

国内ゲスト
1名
内田 ゆき氏 クラブゲスト：本日のスピーカー
出席会員 177名※（内 8 名免除会員）
※特別出席規定免除申し出会員含む
欠席会員 62名
出席規定免除会員 28名
会員総数 259名
出席率 74.06%
前々例会（ 8月7 日）の補正出席率 79.74%
本日のプログラム司会：有吉 伸人君
有吉 伸人君（放
送）
内田ゆきさんの卓話を楽しみに；
森下 俊三君（高速道路管理）
NHK大阪拠点放送局の内田さんの卓話に感
謝して；
出口
修君（ニュース提供）
望月 秀樹君（内 科 医）
扇谷 英典君（新
聞）
柴田
岳君（新
聞）
新入会です。よろしくお願い申し上げます
（以上4件）
；
水野 明人君（運 動 具 製 造）
出口修会員の入会を祝して；
扇谷 廸宏君（非鉄金属販売）
扇谷英会員の入会を祝して。同姓のよしみで
よろしくお願いします；
福島 忠敬君（金 物 製 造）
近藤 雅彦君（泌 尿 器 科 医）
松澤 佑次君（内 科 医）
望月会員の入会を祝して（以上3件）
；
寺田 和之君（鋼 索 製 造）
先般は結構なる卒寿のお祝いを頂戴し誠に
ありがとうございました。お礼まで；
中野健二郎君（不動産賃貸業）
堀会長はじめ今期役員のご活躍を祈念して
います；
弘中
聡君（不 動 産 経 営）
ロータリーでのご縁に感謝して；
小西 哲夫君（化 学 工 業）
美人（新居副S.A.A.）と目が合いました；
【みおつくし奨学金】

今週の Happy Birthday ！
遠北 光彦君（鉄道運輸業）
生駒 昌夫君（建
設）

9月9日
9月9日

会員事業所変更
川瀬 康平君（印 刷 業）
（株）
国分 副社長

121-    東京都足立区入谷 6 -2 -1 1
0836 TEL（03）3896-8201 FAX 3896-8206

Club News

委員会等
ロータリー情報委員会
8 月28日
邦楽のつどい
9月2日
「令和2年7月豪雨」災害義援金
去る7月発生の豪雨災害について，災害援
助特別会計より500,000円を拠出することが，
8月度定例理事会で承認され，中央共同募金
会に送金いたしました。今回は地区からの寄
付要請なく，クラブ単独での支援として実施。
RI送金レート変更
2020年9月1日からのロータリーレートは，
1ドル＝106円（旧105円）です。
日本のロータリー100周年
1920年に東京RCが創立され，日本での
ロータリー活動がスタートして，この10月で
日本のロータリーは100周年を迎えます。
「日本のロータリー100周年を祝う会」
では，
広く全国のロータリアンに呼びかけ，2020年
11月24日に1,000人規模で式典・祝賀会を開
催する予定でしたが，現在の状況に鑑み，来
年5月に延期されることを決定されました。
（記念切手（＠84円）が9/18に発行されます）

また，東京RCも10月21日に開催予定の
「100周年記念式典」を他クラブからの招待客
は中止し，クラブ会員のみで執り行われるこ
とになっています。
当大阪RCは，来る2022年11月に100周
年を迎えます。現在，100周年記念事業準備
委員会では打ち合わせを重ね，記念事業，記
念誌について準備を進めています。この事業
を全会員の力で成功に導くことができるよう，
ご協力をお願いします。

（宮古との奨学金制度にのみ使います）

稲畑勝太郎君（化 学 品 卸 売）
藤木副S.A.A.と目が合ったので。お約束通
りニコニコ；
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New Members Introduced
出 口
修君
Deguchi, Osamu

望 月 秀 樹君
Mochizuki, Hideki

入会
誕生

入会
誕生

2020
1960

8-28
10-14

推薦者 鳥井 信吾君
水野 明人君

友好委員・会報委員

〈自己紹介〉
下関市出身。転勤で大阪・東京を
4往復し今回が5度目です。社会部で検察や
裁判を担当する司法記者をやってきました。
ほとんど無趣味に近い中，現在単身生活で洗
濯機での洗濯がこんなに楽しいのかという発
見がありこれが趣味なのかなと。1男1女は皆
独立し，神奈川に残っている家内は漢方臨床
指導士で風邪といえばすぐ葛根湯が出てきま
す。四つのテストの一番目「真実かどうか」は
仕事を通じ長年考えてきたことでした。精一
杯努めますのでよろしくお願いいたします。
扇 谷 英 典君
Ogitani, Hidenori
入会
誕生

2020
1960

内科医 Physician
大阪大学大学院 医学系研究科・神経内科学
主任教授
Department of Neurology,
Osaka University Graduate School of Medicine
Professor
565－ 吹田市山田丘2-2
0871 TEL 6879-3571 FAX 6879-3579
560－ 豊中市少路2-3-1-805
0004 TEL/FAX 7492-4093
委員委嘱

柴 田
岳君
Shibata, Gaku

8-28
7-7

入会
誕生

2020
1963

8-28
5-16

推薦者 伝川
幹君
青山 髙博君

新聞 News Paper
（株）産業経済新聞社 常務取締役 大阪代表
THE SANKEI SHIMBUN
Osaka Managing Director
556－ 浪速区湊町2-1-57
8660 TEL 6633-1221 FAX 6633-0359
自宅非公開
友好委員・会報委員

友好委員

〈自己紹介〉
脳の病気を治す内科医で，パーキ
ンソン病，脳卒中，認知症などを専門として
います。最近は患者さんのためだけでなく自
分のボケ防止のために認知症の研究に非常に
力を入れて頑張っています。趣味は，野球，
MBAバスケットボールの観戦。熱狂的な阪
神ファンで大阪に来て大変嬉しく思います。
趣味と実益を兼ねて，最近はプロスポーツ選
手のイップスも研究をしています。家族は家
内と息子2人（医師）です。
（趣味の会：観劇，
古美術・古建築，歴史，味，洋酒，上海）

推薦者 青山 髙博君
大坪
清君

委員委嘱

8-28
8-23

推薦者 松澤 佑次君
福島 忠敬君

ニュース提供 News Provider
一般社団法人共同通信社 大阪支社 支社長
KYODO NEWS, Osaka Regional Office
Managing Director
541－ 中央区高麗橋1-4-2
0043 TEL 6204-1404 FAX 6201-9100
550－ 西区京町堀1-16-14-806
0003
委員委嘱

2020
1960

〈自己紹介〉
生まれも育ちも大阪で昨年東京か
ら戻ってきました。ゴルフを再開のつもりで
したがこの状況で叶わず，今は運動不足で体
重増加と日々戦っています。7月に2人目の
孫ができましたが東京で，これもいまだに会
えず非常にコロナを恨んでおります。ただ，
コロナでちょっとよかったのは単身赴任10年
の後，果たして家内と暮らせるのかなという
心配をしていましたが，ずっと家におらねば
ならぬということで，何とかスムーズに家に
帰ることができました。皆様方とお付き合い
しながら，この大阪で楽しく生活をしていき
たいと思っております。

新聞 News Paper
（株）読売新聞大阪本社 代表取締役社長
The Yomiuri Shimbun, Osaka
President
530－ 北区野崎町5-9
8551 TEL 6366-1923 FAX 6366-1533
自宅非公開
委員委嘱

友好委員・会報委員

〈自己紹介〉
読売新聞の関係者は上から下まで，
タイガースファンあっての読売新聞，ジャイ
アンツだと長年思っておりまして，他はいざ
知らず，タイガースファンだけは大事に思っ
ているのが読売ですので，それだけはご記憶
に留めて頂ければと思います。1990年代と
2000年代の20年間，海部内閣の末期から麻
生内閣の末期で鳩山政権が誕生する頃，政治
の取材をしていました。その後，主筆渡辺の
秘書や，アメリカ総局長を経て今に至ってお
ります。
（趣味の会：ささ，味，洋酒）
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