
　　10 月は「地域社会の経済発展月間」です。　　　         －  私たちの活動が、地域社会の発展に、そして世界平和に  －
 「米山月間」です。 －  若者の相互交流が未来を拓く－
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寄付金の状況ご案内

 9月  24日分 累　計 目   標 

ニコニコ箱 22,000円 671,000円 3,000,000円

米山奨学金 6,000円 1,067,000円 2,430,000円

ロータリー財団 12,000円 1,631,000円 3,177,000円

ありがとうございました。

10月24日のコロナ・ポリオ根絶イベントに参加しましょう。
 ( 清水則明 )
わずかでも世界の役に立ちますように。 ( 出雲路康照 )
Go To トラベルキャンペーンを使って旅行しよう。 ( 清水嗣能 )
戸田様、卓話ありがとうございました。 ( 萬谷宏治 )
油谷啓司・小藤幸男
 各　君

戸田 正寿様、卓話ありがとうございました。 ( 清水則明 )
いつもご寄付ありがとうございます。来月は米山月間になりま
す。宜しくお願い致します。 ( 油谷啓司 )
戸田様、卓話ありがとうございました。 ( 小藤幸男 )
 各　君

福井フェニックスRC/ 会長 竹内順子様
宜しくお願いします。 (福井フェニックスRC/ 幹事 久保田百代様)
須賀原 和広会員、日本のロータリー 100 周年の記念切手 あり
がとうございます。 ( 清水則明 )
戸田様、貴重なお話 ありがとうございました。 ( 浅井正勝 )
先週は講話の機会をいただき感謝します。戸田さん、卓話あ
りがとうございます。 ( 荻原昭人 )
嬉しいことがありました。当社で製作販売しているクリップファ
イルが記者会見で使用する「内閣官房長官」用と「内閣総理
大臣」用として受注し、納品させていただきました。ニュース
で記者会見を見るのが楽しみです。 ( 角谷恒彦 )
先週、久しぶりに娘が帰省、温泉でゆっくりできました。感謝。
 ( 田中成治 )
本日もニコニコ箱ありがとうございました。 ( 辻恵利子 )
お弁当ありがとうございました。 ( 萬谷宏治 )
【結婚記念日御祝】中島良成
 各　君

■ 10月  8日(木) 
  ゲスト卓話(西ヶ谷  力哉様)
■10月15日(木)
  創立70年記念例会  
  福井ローターアクトクラブとの
     合同例会
■10月22日(木)
  12:30 ～ 13:10  短縮例会/
  13:15 ～              クラブ協議会
■10月29日(木)  
  クラブフォーラム 
   (ロータリー情報委員会)

12 時 30 分　　開会点鐘　 会長挨拶 
 米山奨学金授与 RLI　DL　委嘱状授与 ( 清水慶造会員、須賀原和広会員 ) 
 米寿御祝 / 宇野良二 
 栄誉行事 /  
  皆出席御祝 吉岡正巳 (29 年 )、玉木　洋 (6 年 )、岩﨑　新 (4 年 )、橋本典明 (1 年 )
 在籍御祝 岩下春幸 (30 年 )、加藤信一 (30 年 )、石丸敦士 (10 年 )
 誕生日御祝 荻原昭人、加藤有司、浮田愼太郎、油谷啓司、斉藤信二、山内鴻之祐、
  山本晃司、山野井秀一、山本　恵、英貴子、宇野良二、角谷恒彦、酒井哲夫
  田畑賢一
 配偶者誕生日御祝 高木義秀、山内鴻之祐、寺本光宏、竹村浩和、加藤有司、三浦博樹、清水盛伸
 結婚記念日御祝 山内鴻之祐、萬谷宏治、大森正男、吉田清二、清水盛伸、平野洋一、
  斉藤信二、齊藤英夫、清水正一、高木義秀、稲田朋美、小森富夫、清水慶造、
  清水嗣能、寺本光宏、渡辺崇嗣、山本恵、竹村浩和、伊藤勗、笹木竜三、
  長谷川英一、清水則明、村田良昭、山本晃司、藤本潤一、小野田亮
 委員会報告・幹事報告・その他 
 米山奨学生卓話 ( グエン ホアン カン君 ) 
13 時 30 分　　閉会点鐘 
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次回の例会
■ 開会点鐘 ： 12時30分
■ 閉会点鐘 ： 13時30分

■ 会場：ザ・グランユアーズフクイ
■ ゲスト卓話 /
 西ヶ谷  力哉 氏 ( NHK エンタープライズ )

2020年 10月 8日(木)

　今年は、東京ロータリークラブが日本初
のロータリークラブとして創立されて 100
周年にあたります。それを記念して特殊切
手が 9月 18 日から発売されています。　
郵便局で買い求めることが出来ますので、

興味のある方は早目にお買い求めください。（1シート 840
円 =84 円×5種×2） 　　 ［⇒  誌面最終ページをご覧ください。］
　今日は、「ひき逃げ」と「当て逃げ」の話をします。
　実は私の家内に起きた実際の話です。車を運転していて、
信号待ちで止まった時のことです。少し目が疲れていたの
で、下を向いて目をつむっていました。するとコツンとい
う衝撃があったので前を見ると、どうも前の車に追突して
しまったようでした。（追突の原因は、オートマチック車で
ギアが入っていて、ブレーキが緩みクリープ現象で追突し
た）しかし、前の車のドライバーは降りて来ず、信号が青
になって走り出してしまいました。そこでその車をしばら
く追いかけたのですが、全く止まる様子がなかったもので
すから、コンビニの駐車場に入り自分の車のバンパーがど
うなっているかチエックしました。しかし、全く傷がなかっ
たので、ひょっとして衝突被害軽減ブレーキが働いて追突
は避けられたのかと思ったそうです。
　そこで、そのまま家に帰ったところ警察から電話があり、
どこそこで追突事故を起こしましたねと、言われました。
　先ほどの所だったので、そうですと答えたのですが、ど
うも前の車が家内の車のナンバーを覚えておいて、警察に
電話をしたらしいのです。なぜ、その車が追突された場所
で止まらなかったのか、今でも分からないのですけれど、

実はこれで家内は「当て逃げ」したことになってしまいま
した。　
　では、どうすれば良かったのかということですが、その
場で「追突したかも知れない」と警察に電話するか、コン
ビニの駐車場に入った時にでも警察に「どこそこで追突し
たようなのですが、前の車は行ってしまいました」と一言
電話すればよかったのです。
　もう一つ、昨年  坂井市で実際にあった話です。女子高生
が自転車で帰宅途中に、とある女性の運転する車と接触し
て、自転車が横転してしまいました。運転していた女性が、
「大丈夫ですか」と声をかけたところ、高校生が「ハイ」と
返事したので、そのまま現場を離れてしまいました。しかし、
これも後になって「ひき逃げ」として検挙されてしまいま
した。
　事故が起きた場合、まずは負傷者の救護が最優先ですが、
問題は怪我の程度が軽い場合です。高校生もそうですが小
学生とか子供は多少痛くても、恥ずかしいから大丈夫と言っ
てしまうものです。大丈夫って言われるとこちらも安心し
てしまい、また警察沙汰にもしたくないと思って、その場
を離れてしまいがちですが、絶対に警察に電話してもらい
たいと思います。もし、被害者が立ち去っても、「相手不明」
でいいですし、相手のほうに全面的な過失であっても、事
故は当事者双方に届け出義務がありますので、当方に過失
がないからと放っておかないでもらいたいと思います。　
「時間もないし、大した事故ではないから、警察は呼ばない
でおきましょう」と、相手に言われるまま、その場で示談
したり別れてしまうのは厳禁です。後々トラブルの原因に
なりますし、保険処理上も難しくなります。
　事故は起こさないのが一番ですが、万一起きてしまった
場合は、
どんなに小さな物損事故であっても、ケガ人がいなくても、
直ちに警察に届けてもらいたいと思います。

2020-21 年度  会 長

清水  則明
本日のお弁当

　本日は萬谷の弁当をご用命頂き誠にありがとうございます。
　今回は萬谷の「懐石弁当」を作らさせて頂きました。手提げ袋の中に、弊社で
年４回発行している　萬谷新聞  秋号が入っておりますので、お時間がございまし
たらご一読頂ければ幸いです。
　また、お品書きの横に　QRコードがついています。弊社の PR動
画をご覧いただくことが出来ますので、そちらも時間がございまし
たら、ご確認頂ければ幸いです。
　それでは、例会後、萬谷の懐石弁当をどうぞお楽しみくださいませ。
本日は誠にありがとうございました。

　会報誌面　1ページ 清水会長挨拶に記載の記念切手
(日本のロータリー100周年 )が9月18日発売されました。
　ご興味のある方はお早目
にご購入下さい。
　ロータリーの友 9 月号
P43 に詳細が記載されてお
ります。

本日のお弁当を準備いただきました　【おりょうり京町 萬谷】　萬谷  宏治 会員より

萬谷新聞並びにQR
コードご確認いただけ
ますと幸いです。

日本のロータリー 100 周年　記念切手　9月 18 日発売



① 　今月をもちまして。クールビズを終了いたします。次回からは通常とさせていただきます。ドレスコード
のお間違えのないようにお願いいたします。

②　福井県感染拡大警報は本日までとなっております。本日まで、健康調査の記載をお願いしておりますが、
しばらくの間、記載を中断したいと思います。また、感染状況をみながら判断したいと思います。

③　先日　ご案内しております　10/22( 木 )　例会終了後 13：15 ～ 14：45 まで森陰ガバナー補佐ご出席の下、「クラブ協議会」
を開催致します。各委員長方々には、今年度事業計画を発表頂きます。
　尚、委員長ご欠席の場合は副委員長、あるいは委員の方に代理出席頂き、発表して頂きますようお願い致します。
　また、このクラブ協議会は、今年度の委員会別事業計画発表という大変貴重な機会ですので、会員皆様にもお時間許す限り
是非ご出席の程を宜しくお願い致します。このクラブ協議会ご出席はメークアップ対象とさせて頂きます。

幹事報告

幹  事　田畑  賢一

● 現在会員 136名
● 出席者 92名
● 欠席者 38名
● 出席免除者欠席 9名
● 今回例会出席率 72.4％

● メークアップ 15名
● 欠席者 23名
● 修正出席率 82.2％

  9 月 10 日 ●メークアップ　　　橋本泰久・藤井健夫・北島　恬・清水
則明・田畑賢一・萬谷宏治・清水正一・清水慶造・片岡正明
(9/17 規定・管理委員会)、上田祐広(9/26  地域別職業奉仕担
当者懇談会 福井)、谷﨑由美子(9/26 地区 社会奉仕委員会)
 各　君
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福井フェニックスロータリークラブ
会長　竹内  順子 様

《コロナ・ポリオ根絶イベント》

本日のビジター

ゲスト卓話

例会報告

福井フェニックス RC  事業のご案内

　みなさん、こんにちは。皆様の貴重なお時間を頂戴しありがとうございます。
　福井フェニックスロータリーは、今年度、ガバナー輩出クラブであり、地区の運営に関しまして、皆様に多大なご支援を頂
きありがとうございます。改めて御礼申し上げます。
　本日は、10 月 24 日（土）に開催される「コロナ・ポリオ根絶」のイベントについてご案内させて頂きます。
福井フェニックスロータリークラブでは、ポリオ根絶に関して、松原ガバナーをはじめ積極的に取組みを行ってきました。
　今年度は、その集大成としてポリオの根絶ならびにコロナの根絶など感染症についてのイベントを開催することなりました。
詳細は、幹事の久保田よりご説明させて頂きます。

福井フェニックスロータリークラブ
幹事　久保田  百代 様

　みなさま、こんにちは。本日はお世話になります。福井フェニックスロータリー  幹事の久保田でございます。
　いまほど会長の竹内より紹介させて頂きました通り、10 月 24 日（土）にハピリンの広場（ハピリンテラス）にてイベント
を企画しております。
　ヒナタカコさんによる「コロナ・ポリオの根絶」という
テーマでの作曲に合わせて、短いコンサートを実施する予定
です。
　また、「マダムフェニックス」のコーラスグループによる
出演で企画を盛り上げていきたいと思います。
　皆様、お忙しいとは思いますが、足をお運び頂ければ幸い
でございます。
どうぞご協力をお願いいたします。本日はありがとうござい
ました。

戸田　正寿 様  　( アートディレクター )

◇冒頭にて、1980 年代から 2000 年代にかけての作品を動画で紹介。
( サントリー缶ビールのペンギンやサントリーローヤルのランボー、ISETAN、PARCO、AERA など )

　お話しする 80 年代から 90 年代は、三宅一生や安藤忠雄、石岡瑛子、横尾忠則など、日本の一線級のクリエーターたちが世
界に向け発信していた時代でした。私のポスターも欧米で評価され、オークションにかけられた後、美術館のパーマネントコ
レクションにされていました。競争の中で、新しいものが生まれ、多くの人たちに評価してもらっていた実感があります。
　サントリーのコマーシャルをはじめたのは 37、8年前です。当時のシェアはキリンが 67％、アサヒ、サッポロが１0％、サ
ントリーはわずか 4％でした。
　最初、サントリーは大都市圏で売れ始めていた缶ビールを主力にと考えており、依頼を受けて缶ビールの映像だけを作り続
けました。3年間続け、シェアは 6％に。4年目に入った時、サントリーが全国に向けて本格的にビールを売り、シェア 10％
にまでのばそうと動き出しました。何とかこのサントリーのビッグプロジェクトを取ろうと、組んでいた博報堂と企画に取り
掛かりました。が、プレゼン直前まで、私はメインのキャラクターに納得できないままでいました。
　プレゼン前日、家を出るときにふと目に入ったのがお菓子のカールおじさんでし
た。しかもオフィスに着くと、電話の受話器にもカールおじさんのシールが。「こ
れだ！」と。そこからカールおじさん風のペンギンのイラストを思いつき、下手な
絵を描いて会議の席上でおそるおそる提案しました。飛びついたのはサントリーの
責任者でした。「戸田君、これでいこう」と賛同をもらい、そして上層部からも了
解をいただいてペンギンの企画が始まったのです。松田聖子のB面を音楽に、ナレー
ションにはまだ無名の不良だった所ジョージを起用、それが日本全国を魅了するコ
マーシャルになりました。ビールはアサヒを抜きシェア 11％に、映画も作られまし
た。
　サントリーでもう一つ、思い出深い作品はローヤルのランボーです。当時、サント
リーローヤルは「サイドボードの酒」、ただ飾られているだけの酒というイメージを
持たれていました。それを何とか飲まれる酒にしてやりたいという思いが私には強く
ありました。それが、ペンギンとは正反対の CMを生むことになったのです。前回の
成功を受けサントリーは、金も出す、時間もかけていい、アイデアも任せると言って
くれました。今から見れば、自由でいいねと言われるのですが、プレッシャーに対す
るスタッフのストレスは並々ならぬものでした。
　ISETANからは、CIを全て変えたいという相談をいただきました。ロゴからポスター、
パッケージまで、全てをやらせてもらったのですが、ファッションについてはモデルもカメラマンもスタイリストも外国人で
やらせてほしいというお願いをしました。ISETAN は了解してくれたのですが、どうやって一流の外国人スタッフをそろえれば
いいのか。私はまず自分のこれまでの作品を外国の一流のカメラマンらに見てもらい、自分のことを判ってもらったうえで、
仕事を引き受けてくれるかどうか交渉しました。カメラマンたちは私の作品を見て納得したうえで、しかも通常の何分の一か
のギャラで引き受けてくれました。いい作品への思いを、共有することができたのです。が、現場はそんな作品への思いが常
にぶつかる戦場になりました。しかし、そうした戦いがあったからこそ、いい作品が生まれたと感じています。
　私は福井で生まれました。福井の文化が富山、石川に追いつき追い越すものになっていけばいいかなと願い、これからも少
しでも頑張っていけたらと思っています。

演  題「CMがいちばん元気だった時代　～その最先端で～」

福井フェニックス RC
会長　　竹内  順子 様
幹事　　久保田  百代 様

ゲスト卓話者
戸田  正寿 様
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