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「やさしさ、まこと、とも生きの心で」

１．本日の歌

２．来訪会員紹介

３．会長･幹事・各委員会報告

４．卓話の時間

「柔整師・鍼灸師が思う
『塩ミネラル』の可能性」

あいうら接骨院・鍼灸院

院長 相浦利孝 氏

２７００のマーチ

１、奉仕の心を 高めつつ

世界へ愛の 手をのばそう

楽しく頑張ろう 我が友よ

２７００ 栄えあれ

２、未来を築け 夢をもて

新しい世代を 育てよう

楽しく頑張ろう 我が友よ

２７００ 誇りあれ

蛸のたたきのカルパッチョ仕立て
エスニックソース

ポークカツレツ ボローニャ風
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会長 大和竹史会長の時間（２０２３年 ２月 ９日）

こんにちは。

昔から怖いものは地震、雷、火事、親父と言われています。今や親父は疑問符が

つきますが、上二つは天災で今も予知が難しい恐ろしいものです。トルコ南部で

６日に起きたマグニチュード７．８の地震でトルコ、シリア合わせた死者数が８日現在、

１１，０００人を超えました。今朝未明で生存率が急低下する発生から７２時間を迎え、

懸命の捜索活動が続いています。

人的被害が多いのは耐震設計が守られていない建物の崩壊によるものと考えられ

ます。日本の場合は阪神淡路大震災以降、耐震設計が見直されました。地震もタイプ

によって地域によって対策が異なりますのでお住まいの地域特性を把握した自助対策

が必要です。それから共助、公助が必要となります。

また、最近で闇バイトによる強盗、殺人事件が起こっています。これも資産や家族情報を知られないように、

十分な防犯対策をおく必要があります。これも自助の重要性が高くなっています。

出席報告 ２月 ９日 出席委員会

会員：５８名（うち免除会員１名） ゲスト：杉本尚丈様（卓話者）
ビジター：令和あけぼの１名
合計：６０名 ｟ 在籍会員：７７名 うち免除会員３名 ｠

例会で日々の「発見」人生の「ひらめき」を！
当日出席率： ７７％

修正出席率
１月２６日 ７６％
１月平均 ８３％

大和竹史さん・立花浩介さん：㈱ＴＭエンタープライズ 代表取締役杉本尚丈様、
本日の卓話よろしくお願い致します。

園田京子さん：杉本尚丈さん、今日は卓話ありがとうございます！

2/9 2件 5,000円 累計 794,000円 妹尾葉子 ＳＡＡ◆ にこにこ袋 ◆

■親睦ゴルフ大会

４月２１日（金） ８：００ スタート 門司ゴルフ倶楽部

■ＲＩ会長代理ご講演＆ご夫妻歓迎会

４月２２日（土）
【講演会】 １７：００～１７：３０ 【歓迎会】１８：００～２０：３０ リーガロイヤルホテル小倉

■地区大会（例会）

４月２３日（日） １０：００ 開会 北九州ソレイユホール

記念演奏 渡辺知子一座 ～みんな一緒に生きている～

記念講演 「ロータリーと私～財団奨学生から周産期医療の道へ～」

池ノ上克 氏（宮崎市郡医師会病院特別参与）

２０２２～２０２３年度 国際ロータリー第２７００地区 地区大会のご案内
ホストクラブ：小倉南ＲＣ ／ コ・ホストクラブ：小倉東ＲＣ

１２月に実施しておりました国際大会に関するアンケートにつきまして、未回答の方は右ＱＲコード

からご回答ください。配布済みの用紙を提出されても構いません。宿泊先や搭乗便確保等の準備が

必要になりますのでよろしくお願いいたします。

～ガバナーエレクト支援室より～

吉田ガバナー年度のロータリー国際大会はシンガポールで開催されます。例年ＲＩより参加要請が

あり、ガバナー輩出クラブである当クラブからも多くの現地参加をお願いしたいと思います。

●国際大会（２０２３～２０２４年度）に関するアンケート回答のお願い●

福岡東 令和あけぼの ロータリー衛星クラブ 例会のご案内

２０２３年 ２月２２日（水） 持出し例会（メーキャップ不可）
２０２３年 ３月 １日（水）→ ３月 ４日（土） 第４Ｇ ＩＭ

エス・ケイコーポレーション㈱会議室
福岡市博多区博多駅前２－１０－１９ 福岡ファッションビル３Ｆ

日 時 ：

場 所 ：



司会 廣田育美ＳＡＡ例会記録 ２０２３年 ２月 ９日

＜会長の時間＞ 大和竹史会長

◆親睦活動・ロータリーソング委員会 井上誉之委員長
・３月１６日（木）１８：００よりホテル日航福岡にて春の会員家族懇親会です。 桜を愛で
ながら、懇親を深めましょう。清原さんのご協力で綿菓子、ポップコーン、かき氷なども
提供しますので、是非お子さんも一緒にご参加ください。

◆ガバナーエレクト支援室 田村志朗室長
・ＧＥ支援室は毎月第２木曜日１１時から定例の会議を行っています。今月の大きな行事
として２月１７日（金）１３：００～１８：００まで福岡ファッションビル７Ｆで地区チーム研修
セミナーが開催されます。これは三大会議第１の会議という事で、吉田ＧＥが国際評議会で学んできたことを、
最初にガバナー補佐７名と地区の委員長にお伝えするプログラムになっています。参加は約５０名を予定。
・３月にはＰＥＴＳ（会長エレクト研修セミナー） という三大会議の２つ目が控えています。次年度会長が受講
必須の会議で３月１１日・１２日、地区の６０クラブ６０名の会長と、地区委員長、選出メンバー併せて１００名
ほどの規模での開催となります。懇親会も予定しています。詳しい状況はまた来月お知らせします。

＜委員会報告他＞

＜幹事報告＞ 立花浩介幹事
・ＩＭへの出欠回答を２月１５日（水）までにお願いします。
・地区大会への出欠回答まだの方は、早めにお願いします。
・テーブル会の案内を配っています。皆さんご参加お願いします。
・国際ロータリー囲碁大会の案内が届いております。
詳細をお知りになりたい方は事務局まで。

伴奏：西平涼子さん

ソングリーダー：花田公一親睦活動・ロータリーソング委員

＜今日の歌＞ 「それでこそロータリー」

「ロータリーでも使える！マスコミが取り上げたくなる広報ＰＲのテクニック」

㈱ＴＭエンタープライズ 代表取締役 杉本尚丈 氏

＜卓話の時間＞

１９９６年開局して５年目の㈱ＴＶＱに新卒で入社、黎明期であったため若くして重要な業務を任される。
在職１４年間は、主にローカルのニュースと全国ネットの経済番組の制作を担っていた。
ＴＶＱは日経新聞の関連関連会社ということもあり、他の局とニュース番組を差別化する為に経済や
企業の面白いネタに取り上げる事注力していた。その経験で企業側がうまくマスコミに取り上げられて
タダでＰＲする方法を、自身で起業後に暴露話をするとウケが良く、いろんな自治体などから講演依頼が
舞い込み、現在もマスコミ後方ＰＲセミナーというのを題材に、いろんなところで１～２ヵ月に1度くらい
約２時間お話をさせてもらっている。現在は１２期目、２０１１年にはＹｏｕＴｕｂｅやユーチューバーという
言葉をだれも使ってない頃から、２０００本くらいアップして誰も動画など見てない頃からやっているので、
今でも収益がある。ここ最近２～３年は原点回帰してＴＶ番組をプロデュースしていて、Ｊ－ＣＯＭさんが多いが、枠を自身の会社で
沢山購入してそこにＴＶ番組を沢山制作するというビジネスも行っている。動画のニュースサイトも先駆けて開設して、現在はチャン
ネル登録者数３万人にもなっている。
最近は、情報番組や社会派なＴＶ番組もプロデュースしている。ロータリークラブとは昨年４月インターアクトのビデオ生配信や
一昨年は古賀英次地区研修リーダーより、コロナで対面が出来ないので、１７個くらいあるすべての委員会活動を動画にして
ほしいと依頼を受けて、全ての各委員長から聞き取りも行ったので、ロータリークラブの事も結構詳しくなった。
広告と広報ＰＲはどう違うか？広告はＣＭの中で露出されるので、お金出した側に主導権がある。広報ＰＲ真逆でＴＶ番組の中で露
出されるので、ＴＶ局側から取材に来たらタダとか比較的安く取り上げられることもあるが、ＴＶ局側に主導権が有るのでどういう風
に料理してどういう風に流されるかはＴＶ局次第。
マスコミが考えているかをうまく利用して、簡単にＴＶに取り上げられる方法
特にニュース番組に注目すると良い、朝・昼・夕方にニュースが放送されるが、ローカルＴＶ局は主戦場が夕方のニュース。制作番
組や、情報番組は、随分前から予定も中身が決まっているケースが多いが、ニュース番組は当日出たとこ勝負で決めている場合も
多いので、すぐに取り上げてもらえたりすることもあり、ニュース番組に注力した方がよい。
デスクをやっていた経験から、どのニュース番組も３０分のうち５～１０分の尺の長い企画ネタが、各放送局のアイデンティや違いを
出していて価値を決めている。
ニュースで流される（取り上げられる）機会を増やすには
・イベントごとは午前中に行う（取材も午前中になることで、優先順位も増し複数回流してもらうチャンス）
独自性、社会性、季節性、過程にドラマがある、映像が浮かぶことが重要
・季節性トレンド／同じようなテーマの組合せ／風が吹いたら桶屋が儲かる系／福岡”初”とか福岡市”初”など
・ガサ入れなど映像の力を見せるための工夫をしている。（撮れ高を多くする工夫する）等々
ＴＶが見られなくなってきているとはいえインターネットなどよりはまだまだ信頼度が高い。ＴＶの視聴者の８割はスマホを使用しなが
ら見ているので、ＷＥＢの戦略とマスコミＰＲは合体させた方が良い。
トマトラーメンＰＲ事例 埼玉県の自動旋盤中古機械買取ＰＲ事例
動画制作→ＷＥＢサイト→ＹｏｕＴｕｂｅにアップして→ＳＮＳで拡散→下準備後にマスコミにプレスリリース これからの戦略としてよい。
ＴＶ番組に１回取り上げられると、２回目、３回目と取り上げられやすい。ゼロを１にするのは大変だが、１回出ると信頼が増し２回目、
３回目は比較的簡単に取り上げてもらえる。
最後に、謝罪会見など、ネガティブ報道の記者会見などは、午前中に行うと良いネタとして１日何度も取り上げられることになるので
避ける。休日前の金曜日の夕方５時くらいに３０分ぐらいで行うほうが一番良い。



あとがき ： 先週例会の杉本さんの卓話のなかで、特に面白く聞かせて頂いたのが、暴力団事務所へのガサ入れのお話
です。事前に取材にくるよう連絡をしたうえで、撮れ高や尺も考慮しながら、マスコミが報道したくなるような対応を、警察
も行っているという事実を知りました。当クラブの活動をテレビなどで沢山の方に、うまく費用を抑えてＰＲするには、非常
に参考となる面白いお話でした。ありがとうございました。 藤井真治
クラブ会報委員会
委員長：松田 修 副委員長：寺岡裕子 委員：藤川秀幸 藤井真治 徐美栄 梅原健 織掛和郎 田中浩成

◆ 今後の行事 ◆ ２月は「平和と紛争予防／紛争解決月間」です

２月２３日（木） 休会

３月 ２日（木）卓話予定

「『ＳＤＧｓに繋がる樋井川ゴミの

収集分析プロジェクト』

結果報告」

２月２３日（木） 休会

３月 ４日（土） 第４グループＩＭ １３：００～１７：１０ 電気ビル共創館

３月 ５日（日） 米山記念奨学生修了式 １５：００～１７：００

ＴＫＰガーデンシティ

３月 ６日（月） 第４グループ会長・幹事会 １８：００ グランドハイアット

３月１１日（土）・１２日（日） 会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）

福岡ファッションビル７Ｆ 大会議室

３月１６日（木） 春の会員家族懇親会（夜間例会）

１８：００～２０：００ ホテル日航福岡

４月２３日（日） 第２７００地区 地区大会（例会） 北九州ソレイユホール

※例会日振替えのため、２０日（木）の例会はありません

◆ 幹事と事務局からのお知らせ ◆

[例会変更]

糸島 ２月２４日（金） 夜間例会
福岡東南 ３月１０日（金） １８：３０ ＲＡＣとの合同夜間例会
太宰府 ３月１４日（火） 夜間例会
福岡城西 ３月２８日（火） １７：３０ 観桜懇親会
福岡平成 ３月２７日（月） 観桜会（夜間例会）
福岡北 ４月 ７日（金） → ４月 ８日（土） 創立４０周年記念式典祝賀会

[例会休会（メーキャップ不可）]

２月２０日（月） 福岡西・福岡中央・福岡平成
２月２１日（火） 福岡城西・太宰府・博多
３月 ３日（金） 福岡北・糸島
３月１８日（土） 福岡城東
３月２０日（月） 福岡西・福岡平成
３月２２日（水） 宗像

～プログラム委員会より～

２０２２～２０２３年度＜大和年度＞ 「心のごちそう（卓話）」はこちらからチェック！

今年度の卓話者募集中です。ご紹介いただける方は金光委員長までご連絡ください。
（金光携帯：０９０－３１９３－３６９１）

１．次年度委員会編成について ＜継続＞
２．次年度スケジュールについて ＜継続＞
３．ロータリークラブセントラルの活用と「ロータリー賞」獲得に向けて ＜継続＞
４．ロータリー財団地区補助金事業について ＜継続＞

●次年度理事会議事録● ２０２３年 ２月 ９日（木） ホテル日航福岡

ＡＩテーブル

ＢＧＪテーブル

ＣＦＫテーブル

ＤＥＨテーブル

３月 ２日（木）１８：３０より 中国料理 鴻臚

２月２８日（火）１８：３０より 焼肉 牛光

３月 １日（水）１８：３０より ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ ＫＩＫＵＹＡ

２月２１日（火）１８：３０より 星期菜 水上公園店

テーマ ： 私の職業奉仕

ぜひご参加ください！

～ テーブル会のお知らせ ～
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