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謝の言葉を述べられました。
　当時の会長は加納信夫さん、幹事が福田
金治さんでした。それから21年の月日は流
れ、この邱	栄政さんが今年度に台南RCへ入
会されたそうです。これまで42年間の友好
関係が続く、姉妹RCである台南RC訪問の楽
しみがまた一つ増えました。
　以上ご紹介しまして会長挨拶といたしま
す。有り難うございました。

◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯ビジター
　大阪南RC　藪本　恭明さん

	 幹事　円田　浩司さん
１．国際ロータリー日本事務局経理室
　2012年11月のロータリーレートは、
　1ドル＝80円（現行80円）です。

２．国際ロータリー第2740地区
	 ガバナー　福元　裕二さん
　①	第2530地区（福島県）より東日本大震災
支援報告書送付について

　②	地区ホームページ更新（10月24日、25日）
のお知らせ

　③世界平和フォーラム広島協力金のお礼
　　　全クラブ　合計660,400円

	 会長　長島　　正さん
　皆さん今日は。今日で10月
も終わりです。今月は5回目の
例会となります。早いもので
今年も残すところあと2カ月と
なり、今年度も3分の1が過ぎ
ました。
　今日は米山月間という事にちなんで、米
山奨学生であった邱	栄政さんについてご紹
介します。彼は台南RCを通じて、佐世保RC
に推薦書をお願いして米山奨学生に見事合
格されました。当時、彼は東京大学で建築
学を学んでいました。
　今から21年前の平成3年8月28日、佐世保
RCの例会に彼は推薦書へのお礼を述べる為
に来訪されました。その時の挨拶の一部を
紹介します。
「お陰さまで、ロータリー米山記念奨学会
から合格の通知を頂きました。多数の出願
者の中から私が選ばれました事は佐世保RC
のご推薦の賜物と心から感謝しています。
ロータリー米山奨学会からは、金銭的な援
助を頂く事だけでなく、世話クラブの東京
上野RCやカウンセラーを通じて日本人の生
活、文化を知る貴重な経験をさせて頂いて
います。これからは日本と台湾との友好関
係を促進するため、日本の素晴らしい工学
を勉強し、様々な経験を積み、自分の国の
人々に知らせていきたいと思います」と感
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■ローターアクト委員会
	 委員長　高橋　理一さん
長崎国際大学RAC活動状況等報告
①	10月25日㈭、ホテルオークラ
JRハウステンボスにおいて、
長崎国際大学RAC第77回例
会が開催されました。佐世
保RCから増本さん、見藤さ
ん、坂本さん、前田さん、私の5名の参加
でした（前田さんは初参加でした）。
②	11月3日㈯、4日㈰に長崎国際大学の学園
祭である開国祭が開催されます。RACと
して出店を計画しておりますので、皆様
の来訪をお待ちしております。
③	11月8日㈭	18:30～ホテルオークラJRハウ
ステンボスにおいて、長崎国際大学RAC第
78回例会が開催されます。テーマは学園祭
（開国祭）の反省等です。アクト例会はメ
ークアップとなりますので、ご活用くだ
さい。

■親睦活動委員会	 委員長　中村　徳裕さん
　�佐世保RC男声合唱団練習のお知らせ
　本日、18時30分より、九文
幼稚園において、練習を行い
ます。12月の忘年家族会に向
けての練習です。皆様よろし
くお願いいたします。

	 親睦活動委員会　佐藤　　淳さん

長島　　正会長、円田　浩司幹事
平尾　幸一副幹事、米倉洋一郎さん
納所　佳民さん、城島　一彦さん
中川　知之さん、松瀬　茂雄さん
才木　邦夫さん、大久保利博さん
圡井　弘志さん、坂本　　敏さん
田中丸善保さん、佐藤　　淳さん
芹野　隆英さん、石井　正剛さん
有薗　良太さん、中村　徳裕さん

３．佐賀RC	 会長　本島　直幸さん
　　創立60周年実行委員会
	 委員長　嬉野　勝利さん
　�佐賀RC創立60周年記念式典並びに祝賀会
のご案内
　　日時／平成25年2月23日㈯
　　記念講演会／14:30～16:00
　　　2002年度RI会長ビチャイ・ラタクル氏
　　　（タイ国）講演
　　記念式典／16:30～17:30
　　記念祝賀会／18:00～19:40
　　場所／ホテルニューオータニ佐賀
　　登録料／10,000円

4．ロータリー文庫
　	2011～2012年度決算報告書が届いており
ます。

5．長崎県障害福祉課
　　		「長崎県CSR通信	第93号」が届いてお
ります。

6．つくも苑施設長　ひまわり会長
　文化祭のご案内
　　日時／平成24年11月10日㈯
　　　　　10:30～15:30
　　場所／つくも苑内　　作品展示・販売

７．公益財団法人ボーイスカウト日本連盟
	 　理事長　奥島　孝康	様
　�第23回世界スカウトジャンボリー開催につ
いてご支援のお願い
　　	2012年～2015年まで、毎年年額1万円を
一口として

	 大阪南RC　藪本　恭明さん
　佐世保玉屋さんの先進的な
取り組みの視察でお伺いしま
した。佐世保という地名は元
気な街ということで全国的に
知られています。ますますの
ご発展をお祈りしています。

ニコニコボックス

委員会報告

ごあいさつ
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　白田浩一さんの卓話に期待してニコニコ
します。

松本　由昭さん
　先日行われた全日本実業団女子駅伝西日
本地区予選にて、十八銀行チームは九州チ
ャンピオン五連覇を達成することが出来まし
た。全体順位は６位でしたが、全国切符を
つかみ取ることが出来ましたので、ニコニ
コします。しかし福士は速かった11人抜き!!

坂本　　敏さん
　誕生祝いありがとうございました。
　話は変わりますが、今シーズン、私のゴ
ルフが昨日で終わりました。九アマ、ミッ
ドアマ、県アマとすべて予選落ちでした。
来年がんばります。もちろんロータリーも
休んでいた分がんばります。

	 指揮　井手　孝邦さん

「旅愁」合唱

『これからのテレビ局』

　　会員　白田　浩一さん
　　　　　　（テレビ長崎）

　新入会員及び出席・例会、親
睦活動委員会の白田です。
　私は、前任の浦里の様に冗舌でも、話上
手でもなく、8月の入会時に円田	昭さんがお
っしゃっていた通り、浦里とは違ったタイ

プだと思っています。本題に入る前に、まず
自己紹介と会社概要を若干お話いたします。
　私は昭和29年のウマ年生まれで、今年58
歳になりました。福岡県中間市という所で
生まれ、その後、親の都合で北九州市の若
松区へ引っ越しました。
　高校を出て、大学4年間を過ごし、昭和52
年にテレビ長崎へ就職致しました。当初か
ら九州を出たくないという思いから、本社
が九州にある会社しか受けませんでした。
昭和52年4月に入社後、10月に社員になると
同時に、最初の辞令が東京支社でした。九
州で働きたいと思っていたのに、かなり落
ち込みました。そして両親のもとへ、会社
を辞めようと相談に帰りました。その時言
われたのが「今辞めてもいいけど、一度東
京へ行ってみたら」「半年、1年たって同じ
気持ちなら、その時辞めれば」というアド
バイスでした。
　入社35年が過ぎる私にとって、この言葉
は忘れられないし、現在あるのも、このア
ドバイスのお陰だと思います。東京へ行っ
て2年目に結婚し、仕事にも、生活にも徐々
に慣れ、そのうち東京が好きになりまし
た。その後、佐世保支社、長崎本社、福岡
支社、大阪支社と営業所を経験しました
が、官費で主要都市で、仕事も生活もさせ
てもらい良かったと思っています。
　続いて会社概要を簡単に申しあげます。
　KTNは、昭和43年（1968年）3月に設立。
翌、昭和44年（1969年）4月に開局しました。
NBC長崎放送さんに次いで、長崎県で2番目
の民間放送局として、資本金3億、東京のフ
ジテレビ、日本テレビをキー局に、クロス
局として電波を流し始めました。開局の頃
は、コンバーターをテレビに付けないと見
れなかったので、コマーシャルを売る前
に、この機械を各家々に売って回ったと先
輩から聞きました。その後、テレビも急成
長し、KTNも今年開局43年目に入りまし
た。今年6月に、プロパーの柿川照穂が5代
目社長に就任し、社員数約80名、派遣の人
たちと計136名の人員で構成しています。

ニコニコボックス	 本日合計	　20,000 円

	 累　　計	 376,000 円

◇

卓　　話

歌の時間
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（今週の担当　坂本　　敏）
（カメラ担当　圡井　弘志）

クラブ会報委員会 委 員 長　才木　邦夫　　 委　員　黒木　政純 ・ 圡井　弘志
副委員長　髙瀬　宏滋　　 　　　　坂本　　敏 ・ 見藤　史朗

＊11月　例会予定＊

11月14日	 長崎県佐世保警察署長
	 警視正　泉　　繁樹	様

11月21日	 会員卓話
	 九州電力㈱相浦発電所

	 所長　城島　一彦さん

11月28日	 トータルビジネスマネジメント㈱
	 代表取締役社長　穎川　武司	様

　それでは、本日のタイトル「これからの
テレビ局」という事に関して、グラフや表
を見ながら申しあげようと思います。

■ 日本のテレビ局の概況

■ 日本の広告費とテレビの広告費

■ テレビ局の売上推移

■ これから起こりうるテレビ業界の課題〈1〉

■ これから起こりうるテレビ業界の課題〈2〉

■ これからローカルTV局が考える（べき）こと


