
　　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

 10月  8日分 累　計 目   標 

ニコニコ箱 44,000円 830,000円 3,000,000円

米山奨学金 14,000円 1,188,000円 2,430,000円

ロータリー財団 10,000円 1,698,600円 3,177,000円

ありがとうございました。

ちょっと良い事がありました。 ( 清水則明 )
西ヶ谷様の卓話、楽しみです。橋本会員、特段のご配慮ありがと
うございます。 ( 野村直之 )
皆さん、アンケート出してから帰って下さい。 ( 平野洋一 )
今日もトップで入場。電車が連れてきてくれるので。「運転免許
返上 7 年目」 ( 宮﨑茂和 )
小藤幸男
 各　君

今月は米山月間です。チコちゃんに叱られないようにご寄付お
願い致します。 ( 清水則明 )
西ヶ谷さん、卓話ありがとうございます。 ( 油谷啓司 )
西ヶ谷様、卓話ありがとうございました。 ( 小藤幸男 )
西ヶ谷様、卓話ありがとうございました。 ( 萬谷宏治 )
浅井正勝・加藤有司・田中成治
 各　君

西ヶ谷 力哉様、卓話ありがとうございました。 ( 清水則明 )
西ヶ谷君、卓話ありがとうございました。持つべきものは優秀
な後輩ですね。 ( 橋本典明 )
橋本局長、今日は特別ゲスト西ヶ谷チーフプロデューサーをお
呼びいただいて福井 RCみんなラッキーです。 ( 清水慶造 )
ゴルフコンペ初参加。お世話になりました。 ( 田中成治 )
ぜひ、ご友人や知人の方へのお声かけ、ご紹介など会員増強
のご協力宜しくお願い致します。 ( 渡辺崇嗣 )
本日もニコニコありがとうございました。 ( 山野井秀一 )
細江　究
【副委員長就任】 尾崎隆伸
【誕生日御祝】尾崎隆伸・斉藤信二・英　貴子
誕生日御祝 / ありがとうございます。 ( 山本晃司 )
【配偶者誕生日御祝】 村上与司和
【結婚記念日御祝】 斉藤信二・村田良昭・山本晃司
結婚記念日御祝 / 毎年 10月は結婚記念日として家内と旅行に
行きますが、今年はGoToを使って滋賀県を回ってきました。
 ( 清水嗣能 )
 各　君

■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)
■11月 5日(木)  
  栄誉行事/会員卓話
■11月12日(木)  
  ガバナー公式訪問

18 時 30 分 開会点鐘　
  会長挨拶
  委員会報告・幹事報告・その他
  福井ローターアクトクラブ　活動報告等
  創立 70 周年記念日　お祝い  
19 時 45 分 閉会点鐘

今後の予定本日の例会 2020年 10月 15日　第3421回

会長挨拶

米山奨学特別寄付金

ロータリー財団増進特別寄付金
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次回の例会
■ 開会点鐘 ： 12時30分■ 会場：ザ・グランユアーズフクイ

■ 短縮例会
　13 時 15 分～ 14：45　クラブ協議会

2020年 10月 22日(木)

　本日のお客様は、ゲスト卓話をお願いし
ています西ケ谷  力哉 様です。
　本来　今年の 5 月 14 日に卓話をお願い
しておりましたが、例会が取りやめになり

本日ようやく実現の運びとなりました。
　西ケ谷様は、NHK エンタープライズのエグゼクティブ　
プロデューサーで「チコちゃんに叱られる」をはじめ
「プロジェクト　X」「ファミリーヒストリー」など NHK の
人気番組を手掛けられているカリスマプロデューサーです。
　さて、本日は二十四節気の１つ「寒露」だそうですが、
朝晩めっきり寒くなってきました。
　秋分の日も過ぎて、これから冬至に向けて段々日が短く
なっていきますが、この “ 日が短くなる ” というのは、昼の
時間が夜の時間に比べて短くなることです。
　もう一つありまして、日没（日の入り）から暗くなるま
での時間も短くなります。日没から暗くなるまでの時間は、
一年中変わらないと思われるかも知れませんが、実は 6 月
の夏至の頃が一番長くて 2時間ほどあります。
　しかし、10 月になると 30 分くらい短くなり 1 時間 30 分
ほどになります。これが俗にいう「秋の日はつるべ落とし」
と言われる所以です。日没時刻の前後一時間を薄暮時間と
いうのですが、今の時期の薄暮時間帯が年間で一番多く交

通事故が発生しています。丁度、薄暗くなる時間帯が、帰
宅時間とか買い物時間と重なり、交通量や人の動きが多い
時間帯になるからです。
　特に今の時期は急に暗くなりますので、ライト点灯のタ
イミングが遅れたり、また歩行者も季節的に黒っぽい衣類
を着たりしますので、歩行者などの発見が遅れ交通事故が
起こりやすいのです。薄暮時間帯における交通死亡事故の
発生割合は、6月が約８％に対し 9月、10 月、11 月は 17％
前後と倍以上にもなります。
　今の時期は早目のライト点灯、出来ればハイビームの使
用をお願いします。ハイビームは対向車がある場合や、前
に車がある場合は使用できませんが、それ以外はハイビー
ムで走行するのが原則です。早目のライト点灯、ハイビー
ムを多く使って事故を起こさないようお願いします。
　特に車から見て右側の歩行者が、ライトの構造上見えに
くいので要注意です。中でも交差点を右折したときに右側
から来る歩行者とか自転車を見落としがちです。ドキッと
した経験も有ると思いますが、横断中の死亡事故の７割が
右側からの歩行者なので気をつけてもらいたいと思います。
　逆に歩行者の立場の時は、白っぽい色の服を着るとか反
射材なんかを身に着けるたりすることも有効ですが、基本
的に車は自分のことを認識していないと思って歩いた方が
良いと思います。
　チコちゃんに「ボーっと歩いてんじゃねーよ」って言わ
れないように宜しくお願いします。

2020-21 年度  会 長

清水  則明

同好会【友の輪会】
　10 月 4日 ( 日 )   今回も 25 名という多数の参加者にて和気藹々と開催することができました。
　今回の優勝者は、安定感抜群の渡邉パスト会長！
自身の事前予想グロススコアを当てた人を表彰する新企画、「ノストラダムス賞」もズバリ単独で的中！と圧巻の結果でした。
　次回は 12 月 6日です。会員の皆さん、奮ってご参加ください！

 【第 121 回友の輪会結果】
 優　勝　 渡邉 義信   さん （Gloss: 85 ／ Net:73.0）
 準優勝　 鍋屋 昌明   さん （Gloss: 96 ／ Net:74.4）
 第 3 位　 田中 成治   さん （Gloss: 94 ／ Net:74.8）
 第 4 位　 前川 小百合 さん （Gloss: 87 ／ Net:75.0）
 第 5 位　 佐々木 知也 さん （Gloss: 91 ／ Net:75.4）

 2020 年友の輪会　
 会　　長　石丸  敦士
 副  会  長　清川  卓二
 運営幹事　飯守  禅、畑下  徳洋

 ※新会員皆様のご参加大歓迎です！お待ちしています！

福井ロータリークラブ　創立 70 周年 記念日
福井ローターアクトクラブとの合同例会

　　　♪ローターアクトソング♪

世界は広し　　　　我らは若し
命の限り　　　　　誇りに生きん
熱き血潮を　　　　誠と愛に
注ぎ尽くして　　　悔いあるべきや
ローターアクト
ローターアクト　　我ら若人
ローターアクト
ローターアクト　　若さ燃ゆるよ



①  来週の第 3例会は、18：30 よりローターアクトとの合同夜間例会となっております。
　また当日は福井 RC創立記念日となっておりますので、ささやかながら皆様とお祝いをしたいと思います。
お時間のお間違えないように多数のご参加をお待ちしております。
　なお、当日は、リバージュアケボノさんの特製フレンチ会席弁当となっております。

②  前回の理事会において、山本一雄パスト会長、加藤初夫パスト会長をクラブ功労者として指定をさせていただきました。
　本来であるならば、昨年度退会をされ、その時点での指定が必要でしたが、遅れてしまい申し訳ありません。
功労者の指定は終身までとの規定ですので、山本パスト会長は事後承認となりますが、7月 1日からお亡くなりになるまでと
させていただきます。
③  ロータリー年表を印刷したものを会員の皆様に配布しております。こちらは、須賀原パスト会長からです。

幹事報告

幹  事　田畑  賢一

● 現在会員 136名
● 出席者 85名
● 欠席者 40名
● 出席免除者欠席 11名
● 今回例会出席率 68.0％

● メークアップ 15名
● 欠席者 23名
● 修正出席率 82.3％

  9 月 24 日 ●メークアップ　　　城戸利枝(10/6 地区 2020-21年度 第2回
グローバル補助金委員会)、木村憲一(10/7 地区 RLI委員会)、
(10/1 理事会 17名) 各　君

 2020 年  10 月  8 日　　第 3420 回　

ロータリー情報委員会　平野  洋一 委員長

　ロータリー情報委員会とは、皆さん何をしているか多分ご存じないような委員会だと思いますが、会長職
が終わったあとのあて職なんです。

　委員メンバーは私と、次の会長だった渡邉パスト会長、林直前会長の 3人だけの委員会で、殆ど仕事はないのですが、今年
度は仕事が回ってきてしまいました。
　何かと言うとＲＬＩ形式の例会と言う事で毎年ガバナーが出したお題について各テーブルでディスカッションをしていただ
いておりましたが、今年はコロナの影響でテーブルディスカッションが出来ない為、スクール形式の中でどの様に開催するか
という事で模索し、今回は事前に会員の皆さんより松原ガバナーが出された今回のテーマについて事前にご意見等を提出して
頂き、皆さんが所属されています委員会の担当理事の方々にまとめていただき、発表して頂くという形式になりました。

皆さんに事前質問のテーマ
　①若者が魅力を感じるロータリーとはどのようなクラブか
　②新型コロナウィルスとの闘い、クラブとしてできること
この２つの話題について、ご記入いただき事務局へ提出して下さいとお願いしておりましたが、現時点で返信が少ない為、本
日皆さんのお手元に記入用紙をお配りしております。
　ＲＬＩ形式の例会について裏面にどういう事を書くか書いてありますので大変申し訳ございませんが、今日の例会にてご記
入いただき提出して帰っていただきたいと思います。
　基本的にみなさんに発表させて頂く場がない為、理事の方にまとめて発表頂きますのでご協力お願いします。

ゲスト卓話

委員会報告

会員増強委員会　渡辺  崇嗣 委員長

　本日は会員増強のお願いをみなさまにさせて頂きたいと思います。
　この１年間、理由は様々ですが数名の方が残念ながら退会されていらっしゃいます。

　そこで 10 月初旬の会員数を 3年間比較してみた所、2年前 2018 年 138 名、2019 年 139 名、そして現在 2020 年 136 名と
少し減っているような状況です。
　この中で人との接触というのがなくあまり集まる機会がないかもしれませんがロータリーの例会での交流というのはいろい
ろな方にとっていい機会になると思いますし、また会員数を現在 136 名ですが、何とか 140 名台にキープしていきたいと思っ
ておりますので是非みなさまの知人の方ですとかこの方はという方がいらっしゃいましたらお声かけを頂いたり、会員増強委
員にご紹介頂けましたら勧誘させて頂きたいと思いますのでご協力のほどよろしくお願い致します。

NHKエンタープライズ　プロデューサー　　西ケ谷  力哉 様

　今回は、NHKのバラエティ番組「チコちゃんに叱られる！」に、プロデューサーとして、
日頃制作に携わっている経験から、番組制作の舞台裏と、どのような思いを持って、企画、
制作に臨んでいるかをお話させていただきます。

　「チコちゃんに叱られる！」は、2018年4月にレギュラー番組としてスタートしました。45分のスタジオバラエティ番組です。
現時点で、およそ 110 本、3年目に入り、金曜日と翌日、土曜日の再放送とも常に視聴率 10％を超えるというNHKのなかで
も人気の番組です。特に「4-12 歳」「30-40 代」「60-70 代」という 3世代が同時に視聴していただいているNHKでは稀有な
「ファミリー視聴番組」で、流行語大賞や ATP 賞など、数々の賞をいただきました。制作者の一員として、とてもうれしく、
ありがたく感じています。

　これほど多くの方、幅広い世代に喜んでもらえている原点として、ふたつの要素があると考えています。
　ひとつは、司会をつとめる「チコちゃん」という 5歳の女の子の存在です。頭部は最先端の CG、体はアナログの着ぐるみ
の融合という見た目のユニークさ、大人に対して、可愛く小憎らしいウイットに富んだ喋りで挑んでいく、絶妙なトークが人
気です。子どもたちにとっては自分の分身として、親、祖父母世代のみなさんには昔の自分、我が子や孫のように感じ、「自
分ごと」として番組に誘ってくれます。チコちゃんが、大人の世界の屁理屈や忖度を見抜き、絶妙なトークで痛いところを突
いてタジタジにする。そしてタジタジになる大人の代表が、えも言われぬチャーミングさを持つ岡村  隆史さんです。このふ
たりに挟まれて、どんな大物ゲストでも、やり込められながらも、楽しく番組に参加くださっています。
　この「5歳」、という年齢設定には狙いがあります。「大人の世界の欺瞞を疑い、無邪気に信じ切らない成長」と「大人に対
して忖度や遠慮をしない無邪気さ」を両立させることです。6歳になるとなんとなく大人の顔色をうかがいそう、でも 4歳で
はまだ大人を客観的に見られない。そんな考えから、5歳という設定になりました。
　もうひとつの要素は、「素朴で、身近な疑問にこだわること」です。普段何気なく通り過ぎていること、子どものころなら
最初から決めつけることなく、「なぜだろう」と興味と疑問を持ったこと。実は、そんなことが日常の中でたくさんあります。
当たり前だと思い込んでいる、見逃している出来事の前で立ち止まり、丁寧に調べていくと思いもよらない奥深い世界にぶち
当たり、広がっていきます。思わず誰かに言いたくなり、共有したくなります。知識を持つことが大事ではなく、立ち止まっ
て興味を持ち、考えてみること、何かに「気づくこと」が大事なのではないか、そもそもの企画意図はそこであり、チコちゃ
んの「ボーっと生きてんじゃねーよ！」と言うセリフに込められたメッセージです。

　もうひとつあげるなら、制作に際しては、視聴者の皆様に「楽しんでもらうこと」、「わかりやすく伝えること」の二つにこ
だわっています。
　今回は番組の VTR をお見せし、「電車に乗ると、なぜ眠くなる？」という誰でも経験がある疑問と、それに対する答えとし
て「お母さんのお腹の中を思い出すから」というのを紹介いたしました。電車に乗った時の、ランダムな揺れとランダムでリ
ズミカルな音は、本来は「ｆ分の 1ゆらぎ」という概念なのだそうです。この難しい考えを、音響や揺れ研究の専門家の方の
監修のもと、わかりやすく、かつ身近でハッとしてもらうために、「お母さんのお腹の中」と言い換えました。
　他にも「楽しく」「わかりやすく」「共感していただける」VTR にするために、以下のような取材や演出の工夫をしています。
・「本当に寝てしまうのか？」～終着駅で突撃取材
・「電車の音をより面白く」～電車の口まねチャピオン登場
・「本当に心音は効果ある？」～ CDを購入した双子ちゃん取材
・「お母さんってやっぱり偉大」～母への感謝の言葉（写真付き）
　ディレクターは、常に、専門家のご協力やご理解をいただき、限られた時間の中で、ギリギリまで取材、演出、撮影、編集
段階で、こういった工夫を重ねています。
　こうした丁寧な取材と VTR の細かい工夫、それを包み込む「チコちゃん」というキャラクター、岡村  隆史さん、木村  祐
一さんという才能、温かく楽しいスタジオ。全ての要素を大事にしながら新しいことに挑戦し、ボーっと制作することのない
ようにメッセージを発信し続けていこうと考えてます。そしてご家庭で、お子さんと一緒に、お孫さんと一緒に「なんでかな」
と盛り上がれる番組を守っていきたいと思います。

お招きいただき、ありがとうございました。皆様との出会いに感謝です。
これからも、「チコちゃんに叱られる！」を応援してください。
よろしくお願いします。

演  題「ここだけでお話しする　チコちゃんのひ・み・つ」
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