
会長　梅村　良輔さん
本日は、長寿祈願祭並びに祝

賀会の日です。先程11時より八
幡神社におきまして賀寿の年を
お迎えになられました9名の皆
様、「卒寿」の副島正義様、「喜
寿」の古原 進様、井上斉爾様、「古希」の下
田弥吉様、中島祥一様、「還暦」の石井正剛
様、川冨正弘様、増本一也様、円田 昭様。
皆様方のこれからの益々のご活躍とご健勝、
ご多幸をご祈願申しあげ、併せて会員の皆様
の益々のご活躍をお祈りして参りました。
人生50年の時代と違い、今は節目の年齢の

8掛といわれております。72歳になられる副島
様をはじめ、皆様方に於かれましては、これ
からも人生を謳歌していただき、ロータリー活
動にもご協力をよろしくお願い申しあげます。
1月28日貍に開かれました「第2740地区 第
5・6グループ インターシティ・ミーティング」に
は、当クラブより30有余名のご参加をいただ
き誠に有り難うございました。総勢二百数十
名のＩＭ開催となり、「復興と支援」という
テーマで、東京恵比寿ロータリークラブメン
バーであり、参議院議員の山東昭子様の基調
講演と、「復興とロータリアン」との題目で
パネルディスカッションが行われました。

同じ日本人として、又ロータリアンとして
関心の深いテーマであり、今何が必要なの
か？ 今何ができるのか？ を考えさせられる
ＩＭでした。

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「四つのテスト」

幹事　田中丸善弥さん

１．第2740地区ガバナー事務所
地区ホームページ更新のお知らせ
1月25日です。

２．㈱熊平製作所 会長　熊平　雅人様
（東京RC）

「抜粋のつづり」その七十一
が届きました。

３．海上自衛隊佐世保地方総監部
機関紙「西海」が届きました。
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例 会 記 録

《本　日》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　名・欠席　　名・ビジター　　名 ・出席率 ％

《本　日》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　名・欠席　　名・ビジター　　名 ・出席率 ％

《前々回》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　名・欠席　　名・メークアップ　　名・修正出席率 ％
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※第3,010回例会（1月25日）の出席報告《本日》を訂正します。

第3,010回例会

幹 事 報 告

2011～2012年度 テーマ Reach Within to Embrace Humanity 
　　　　　　　　　　　　　　　　― こころの中を見つめよう　博愛を広げるために ― 
2011～2012年度 R.I.会長 カルヤン・バネルジー（インド・バピRC） 

会　長蘆梅村　良輔　　　幹　事蘆田中丸善弥 
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例会場蘆佐世保玉屋8階（毎週水曜日） TEL 0956-23-8181 
http://www.sasebo-rc.jp/ 　　　E-mail:src@circus.ocn.ne.jp
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■親睦活動委員会 委員長　円田　浩司さん
机の上にニコニコボックスを

置いています。賀寿者へのお祝
いの意味を込めまして、皆様ニ
コニコへのご協力をよろしくお
願い致します。

■クラブ会報委員会
委員長　中村　徳裕さん

先週配布いたしました週報No.25の中面
（3p・4p）に誤りがございました。訂正してお
詫び申しあげます。訂正紙面をセルフボック
スに配布いたしております。お手数ですが、
お手持ちの週報No.25の中面の差し替えをお
願い致します。

■社会奉仕委員長 石井　正剛さん
2011～2012年度
国際ロータリークラブ
第2740地区 第5・6グループ　
インターシティー・ミーティング
参加報告

日時／平成24年1月28日貍 14:00～19:45
場所／九十九島観光ホテル
テーマ／復興と支援
ホストクラブ／佐世保中央ロータリークラブ

１．基調講演「復興と奉仕」
自由民主党　参議院議員
東京恵比寿ロータリークラブ会員
山東　昭子様

盧復興に対する国の支援体制を早く示すべ
く、動かねばならない。
盪食に対する基準作りを早く示すべき。
風評被害等を考慮すべき。
蘯今後の問題として、病院船の建造を提案
して行きたい。

２．パネルディスカッション

「復興とロータリアン」

〔パネラー〕
株式会社日本経済研究所
パブリック調査グループ局長 佐藤　　淳様

よみがえれ故郷　ふんばろう南三陸町
復興支援プロジェクト代表 嶋津　祐司様

気仙沼グリーン・ツーリズム
推進委員会代表 伊藤雄一郎様　

株式会社親和銀行　総合企画部副部長
大串　祐一様

〔コーディネーター〕
ＩＭ実行委員長
佐世保中央ロータリークラブ会員 竹本　慶三様

盧復興より、まだまだ復旧段階。
盪元気さでは九州が一番、その元気さを学
びたい。ノウハウを東北へ。
蘯戦いはまだまだ続く、この震災を忘れな
いでほしい。風化させてはならない。
盻東北の各地域で何が必要か、ニーズを問
いかけてもらいたい。
眈東北を見てほしい、声をかけてほしい、
一声で元気が出る。

今回の震災に対して私たちは、机上の論理
だけではなく、「地域のニーズを汲み、クラ
ブの立場や力量を考慮してのプロジェクトの
推進」が求められる。

※「 」内は今年度、社会奉仕委員会地区方針

■出席・例会委員会
委員長　高橋　理一さん

1月28日貍 九十九島観光ホテ
ルにおいて、2011～2012年度 国
際ロータリークラブ第2740地区
第5・6グループのインターシティ・
ミーティングが「復興と支援」を
テーマに開催されました。
佐世保ロータリークラブからは、来賓とし

て武井パストガバナー、安部パストガバナー
が出席された他、梅村会長以下、31名が参加
されました。
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基調講演として、参議院議員で東京恵比寿
ロータリークラブの会員である山東昭子氏の
「復興と奉仕」と題した講演があり、時間の
経過とともに復興に対する支援のあり方も変
わり、現在は働く場所の創造が重要な段階に
なってきているとの話でした。
パネルディスカッションは、「復興とロー

タリアン」というテーマで、4名のパネラー
とコーディネーターの佐世保中央ロータリーク
ラブ パスト会長の竹本慶三氏で実施されま
した。
私が受けた印象は、地域に根ざした事業基
盤の創造が重要で、マスコミをにぎわしてい
る太陽光発電や野菜工場的なものが望まれて
いるわけではないということです。災害を風
化させない、支援の必要性を再確認したイン
ターシティ・ミーティングでした。

親睦活動委員会　大野　高広さん

梅村　良輔会長
本年、賀寿を迎えられた9名の方へのお祝

いを込めてニコニコします。

副島　正義さん、古原　　進さん
井上　斉爾さん、下田　弥吉さん
中島　祥一さん、石井　正剛さん
川冨　正弘さん、増本　一也さん
円田　　昭さん
本日は長寿祈願祭及び祝賀会で大変お世話
になります。長寿祈願のお祝い誠にありがと
うございます。

梅村　良輔会長、高橋　理一さん
坂本　　敏さん、円田　浩司さん
米倉洋一郎さん、浦里　和弘さん
森　　俊秀さん、F瀬　宏滋さん
納所　佳民さん、見藤　史朗さん
山田　眞弘さん、久富　洋一さん
才木　邦夫さん、森　　信正さん
鬼木　和夫さん
土
、
井弘志さんの卓話に期待してニコニコ

します。

安福鴻之助さん
自分史写真集「ワインさえあれば憂い無し」
を上梓しました。先週の出版記念、輪飲クラ
ブに沢山の会員の皆様、ご出席ありがとうご
ざいました。又、本のみご所望でした会員の
方には、セルフボックスに入れていますので、
どうぞご覧ください。

中村　徳裕さん
安福鴻之助先輩の本「ワインさえあれば憂
い無し」出版のお手伝いをさせていただきま
した。感謝とお祝いのニコニコをさせていた
だきます。

※今回は、上記のニコニコに加えて、本日賀
寿の年をお迎えになられた9名の方を祝し、
多くの会員の方々よりニコニコを頂いており
ます。

『テレビCMの基礎
～有効活用のために
知っておきたいこと～』

会員　土
、
井　弘志さん

1953年に始まった民放CM第一号は、8月
28日、日本テレビで放送された精工舎の時報
でした。東京のみの放送で、テレビ受像機は
都内に3,000台程でした。それから59年を迎
えるテレビ放送ですが、受像機もブラウン管
の白黒からカラー、液晶へ、そして昨年7月
の地上波のアナログ電波放送終了で、完全デ
ジタル化へと大きな変化を迎えてきました。
テレビの普及率も2011年3月の内閣府調査

でも全世帯の99.6％と多大な影響を持つメデ
ィア媒体として発展してきました。

ニコニコボックス 本日合計 62,000円

累　　計 583,000円

◇
ニコニコボックス

卓　　話
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（今週の担当：佐藤　丈治）
（カメラ担当：有薗　良太）

クラブ会報委員会 委 員 長 中村　徳裕　　委　員 松本　由昭・大野　高広
副委員長 有薗　良太　　 久富　洋一・佐藤　丈治

＊次回例会予告＊

2月8日 指定休会

2月15日 卓話予定者
長崎県国体　障害者スポーツ大会
部長　藤原　敬一様

その特性ですが100％に近い普及率からも
大多数の人が同時期に放送内容を共有でき、
短期間で認知させることができます。また、
多種多様な番組を編成することから子どもか
ら大人まで幅広い視聴者層に情報の伝達が可
能です。さらにテレビでは映像、音声の両方
を兼ね備えているので、視覚、聴覚の双方に
訴えることができ、商品、サービスの特徴を
具体的、印象的に伝えています。
皆さんご存知のとおり、民間放送の主な収
入源はCM放送です。2010年度の全国テレビ
広告は17,321億円、2005年前後には2兆円を
超える広告費だったのですが、リーマンショ
ックや世界情勢の動きなどからも落ち込んで
いたものの、一昨年からは若干の復調がみら
れました。今年度は、東日本大震災、タイの
大洪水から前年を割るものと予想されます。
また、近年の多種多様なメディア媒体、特に
地デジTV普及による衛生（BS）放送の広告
費、それとインターネット広告の伸びが見ら
れます。
民間放送ですが、全国に127局あり、5つの
ネットワーク系列が存在しています。民間放
送局はNHKとは違い、地域ごとに周波数を
割り当てられているため、1局で全国すべて
の報道をカバーすることができません。そこ
で、ニュースネットワークを組んで、全国レ
ベルのニュースを集約して放送しています。
また、番組の供給としてのネットワークも持
っています。これは長時間の放送に向けて番
組を制作、編成することは各局では大変なこ
とであり、制作機能、スタッフを多く持つ東
京、大阪、名古屋の局が中心となって番組供
給が行われています。そして、営業面でのネ
ットワークです。有名タレントの起用や海外
ロケなど番組制作では多大な費用もかかるた
め、全国一斉にCMを流す需要のある広告主
にネットワーク単位でセールスを行ってきま
した。

このような関係の中で、ニュース協定や業
務協定が結ばれて現在の系列ネットワークが
出来上がってきました。

テレビ局のネットワーク

民間放送ネットワーク系列について

藺東京放送（TBS）系列　28局
NBC長崎放送（S34年開局）

藺フジテレビ（CＸ）系列　28局
KTNテレビ長崎（S44年開局）

藺テレビ朝日（EX）系列　26局
NCC長崎文化放送（H2年開局）

藺日本テレビ（NTV）系列　30局
NIB長崎国際テレビ（H3年開局）
※クロスネット局含む

藺テレビ東京系列　6局　長崎在局はなし
藺独立局　13局



卒寿 副島　正義さん
喜寿 古原　　進さん

井上　斉爾さん
古希 下田　弥吉さん

中島　祥一さん
還暦 石井　正剛さん

川冨　正弘さん
増本　一也さん
円田　　昭さん

長寿祈願祭並びに祝賀会
祈願祭 11:00より亀山八幡宮にて 祝賀会 18:30より玉屋7階にて

祈願祭　亀山八幡宮にて

賀寿者のみなさん梅村良輔会長挨拶

賀寿者挨拶
還暦の石井正剛さん

賀寿者挨拶
卒寿の副島正義さん

乾杯
山下　登さん

万歳三唱
坂本　敏さん


