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休会（定款８－１） 休会（定款８－１） 第 11 回理事役員会１１：３０～ 祝福
卓話 鈴木貴之様 草深純兵様 卓話 山崎 俊 様
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ふれあい緑道

本日のプログラム 

司会   会場委員会 

・点 鐘           近藤 太門君 

・ROTARY SONG 「日も風も星も」 

・今月の歌   「朧月夜」 

・ビジター紹介        近藤 太門君 

・食事・歓談    

・委員会報告 

・祝福 

・卓話 名古屋徳洲会総合病院 

          副院長  可児 久典様 

・幹事報告                    加藤 宗生君 

・点 鐘           近藤 太門君 

今月の歌 

朧月夜 

菜の花畠に   入日薄れ 

見わたす山の端 霞ふかし 

春風そよふく  空を見れば 

夕月かかりて  におい淡し 

       先週の記録  

会長挨拶        会長 近藤 太門君 

今年は気温の変動が大きく、そのため桜の開花も

大幅に早くなったようです。鹿児島では例年より

10日も早く、この地方でも7日から9日も早く満

開を迎え、昔からこの時期の風景として小学校の

入学式には子供のランドセルと桜ですが、今年は

残念ながら葉桜になっていました。毎年、五条川

の桜を見に行きますが、その五条川の桜の木が、

「ソメイヨシノ」で、この木の寿命年数は60年と

言われています。その60年が近いと言う事で、 

対策が必要になっているそうですが、どうにか

して今のままで残して欲しいものです。 

２０１８年４月２０日（金）２３６４回（４月第３例会）

幹事報告         幹事  加藤 宗生君 

第１０回理事役員会  

下記の審議事項につきまして、全て可決承認され

ました。

第 1 号議案：開始貸借対照表並びに３月度収支承

認の件

第 2 号議案：タンザニア眼科医療支援チーム支援

金の件

第 3 号議案：伊藤一裕君休会の件

第 4 号議案：６月 IDM 開催の件

第５号議案：2018~2019 年度親睦家族観劇会仮払

い申請の件

次期理事役員会  10 時 30 分

次期クラブ協議会 11 時 30 分

☆４月２０日（金）

祝福

卓話 徳洲会病院 可児 久典 様

☆事務局GW休暇４月２８日（土）～５月６日（日） 

今月の祝福 

会員誕生 

4日  梅田 英夫君 

16日 日比 雄将君 

20日 貴田 永克君 

21日 大橋 省吾君 

22日 藤川 誠二君 

24日 中島  泉君 

25日 大畑 一久君 

会      長 ：近藤  太門 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：加藤 久仁明 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

副  会  長 ：野浪  正毅 事 務 局 ：春日井市鳥居松町5-45 

幹      事 ：加藤  宗生  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

会報委員長 ：古屋  義夫 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

   Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 



結婚記念 

2 日  梅田 英夫君 

3日  青山 博徳君 

21 日 大橋 完一君 

21 日 加藤  茂君 

23 日 屋嘉比良夫君 

24 日 杤本 正樹君 

26 日 中島  泉君 

29 日 早川 八郎君 

夫人誕生日 

12 日  友松 英樹君・朋子さん

19日 岡本 博貴君・佳奈枝さん 

25 日 北  健司君・志津江さん 

25 日 中島  泉君・公子さん 

27 日 青山 博徳君・倫子さん 

◎例会休会のお知らせ 

○あまＲＣ    ４月３０日（月）休会 

○名古屋空港ＲＣ ４月３０日（月）休会 

○名古屋栄ＲＣ  ４月３０日（月）休会 

○名古屋名東ＲＣ ５月 １日（火）休会 

○岡崎南ＲＣ   ５月 １日（火）休会 

○岩倉ＲＣ    ５月 １日（火）休会 

○瀬戸北ＲＣ   ５月 １日（火）休会 

○名古屋守山ＲＣ ５月 ２日（水）休会 

○瀬戸ＲＣ    ５月 ２日（水）休会 

○小牧ＲＣ    ５月 ２日（水）休会 

○名古屋名駅ＲＣ ５月 ２日（水）休会 

○名古屋大須Ｃ  ５月 ３日（木）休会 

○名古屋北ＲＣ  ５月 ４日（金）休会 

出席報告 委員長 梅村  守君 

会員 53 名 欠席 21 名 出席率 60.3% 

先々週の修正出席   休会   休会 

ニコボックス報告    委員長   芝田 貴之君 

○お世話になります   小牧ＲＣ水野 満義君 

○中川君の卓話を楽しみに    近藤 太門君 

○卓話をさせていただきます   中川  健君 

○刈谷大和保育園 中濃キッズ保育園が４月より

開園いたしました        小川  長君 

○中川君の卓話へ  

足立 治夫君  青山 博徳君  梅村  守君   

大畑 一久君  大原 泰明君  岡本 博貴君 

小野寺 誠君  加藤久仁明君  加藤  茂君   

加藤 宗生君  川瀬 治通君  北  健司君   

貴田 永克君  近藤 秀樹君  清水  勲君    

宅間 秀順君  杤本 正樹君  成瀬 浩康君  

野浪 正毅君  早川 八郎君  場々大刀雄君 

古屋 義夫君  松尾 隆徳君  屋嘉比良夫君

ご協力ありがとうございます。ニコボックス委員会 

卓話              中川 健君 

私の仕事は、一言で言うと「広告代理業」と言い

まして、テレビ・ラジオ・新聞・雑誌などの広告

物を扱う会社です。私は入社して 26年になります。

入社後に新規で立ち上げたイベント・販売促進

（SP）最近ではインターネット広告なども扱う会

社となりました。言葉で説明するとこんな感じな

のですが、私が入社した頃の仕事と現在ではぜん

ぜん違うといいますか、多種にわたる仕事になっ

てしまいました。会社の PRではありませんが、会

員の皆様の中でよく、「中川君の仕事はよくわか

らない」と言われることが多いのでこの場を借り

て紹介させていただければと思います。今、私が

携わっている仕事を簡単に 3つにカテゴリー分け

をしますと、まず１つ目は「広告」です。業界で

は「メディア媒体広告」という言い方をします。 

これは某一部上場会社の TVCM ですが東海地区は

弊社で放送させていただいています。この他に、

ラジオ・新聞・雑誌・インターネットなどの媒体

広告も同様に扱っています。弊社はもともと毎日

新聞社のハウスエージェンシーで名古屋支社長だ

った先代が独立して作った会社で、最初はなぜか

中日新聞社のハウスエージェンシーだったのです

が、先ほどの CMの会社の社長（現在は会長ですが）

に発起人になっていただいて新たに起業した会社

です。ですので、弊社のような規模の会社でも大

手広告代理店さんの中でもお取引させていただい

ているのだと思います。さて、2つ目ですが、「イ

ベント」「販売促進」SP です。イベントといって

も商店街のイベント、メセナ活動・文化支援イベ

ントなどや国際イベント（万博）など、集客系の

イベントなどがありますが、弊社はすべてのイベ

ントに携わっています。過去の主な参画したイベ

ントといえば、一番拘束期間が長かった、2005 年

の愛知万博「愛・地球博」の企業パビリオンの企

画運営サポートです。私は、某鉄道会社の専属と

して契約しチーフディレクターとして会期中はも

ちろん開幕の３年前からプロジェクトに参加して

おりました。この鉄道会社の万博出展は PR活動の

一環として 2025 年に新しい乗り物の実用化の告

知イベントでした。当初は 2025 年開業だったので

すが、自己資金で実施するということになり 2027

年に開業されることになったそうです。※ルート

決定前の岐阜県の環境アセスメント説明会にも携

わりました。他に、名古屋駅の高層ビルでオリジ

ナルの展示イベントなどを実施しています。何も

ないところからオリジナルで企画するのは大変で、

基本的に門前払いから始まります。こちらの誠意

とイベントを実施することによる告知効果などを

丁寧に説明し、予算と戦いながら何度も何度も打

ち合わせをしてアイデアを出し合い実施にこぎつ

けるという、苦難はありますが達成感はあります。



他にも、販売促進イベントとして最近では、某百

貨店の上顧客様向けのパーティーで有名なヴァイ

オリニストのコンサートを実施したり、某高級ブ

ランドの上顧客向けパーティー・某有名時計会社

の上顧客向けパーティー（こちらは F1日本人レー

サを迎えてドライビングアーケードゲームの機械

を会場に持ち込みの対戦の余興つき）などを実施

しました。他にもトークショーやファンションシ

ョーも随時携わっています。また、クラシックホ

ールの公演・運営管理や、クラシックやオペラな

どのアーティスト招聘・マネージメントもしてい

ます。ざっとこのような仕事です。余計わからな

くなってしまったかもしれませんが、たぶん販売

促進（Sp）に関しての何でも屋みたいなものかと

ご理解ください。3つ目ですが、「販売促進コンサ

ルタント」「起業サポート・プロデュース業」みた

いなことが最近は増えてきています。 

今まで培った販売促進のノウハウを使って、販売

に苦しんでいる商品のプロデュースをいろんなチ

ャネルを使って実施しています。一つの例ですが

こちらの映像をご覧ください。Action：健康関連

番組映像（某機能性素材）全国放送の人気テレビ

番組で取り上げられた某機能性素材です。この会

場には医療従事者がいらっしゃいますのであくま

でも余興としてお聞きいただきたいのですが、最

近は簡単なエビデンスがあるもので健康関連の情

報はいろんなものがあります。その機能性素材の

エビデンスを用いて、最近は健康をテーマにして

いる TV番組などがたくさんできました。上記番組

にも某機能性素材を取り上げていただいたのです

が、この原料を製造している関連会社からのオフ

ァーでプロモーションし商品を製造して販売して

います。TV番組を使った、間接的な販売促進の仕

掛けつくりの一例です。現在この機能性素材を使

用した商品は、私が取締役を勤める健康関連商品

（サプリメント）の企画・製造・卸をしている会

社で販売しています。他には歯周病菌の抗体（オ

ボプロン）免疫グロブリンのサプリメントを某大

学との共同研究で現在商品臨床を行っており、今

年 10月に論文発表後、日本、香港と台湾で本格的

に販売を開始します。他にも、建築系資材輸入や

海外人材派遣・農作物・資材輸出入などのサポー

トをしています。現在は某中国石油企業の幹部と

一緒に日本で一般社団法人を立ち上げて今後展開

予定です。この仕事を通じていろんな人脈と経験

を生かしてがんばっております。販売促進の事で

お困りなことがありましたら何でも相談に乗りま

すので気軽にお声がけください。もちろん無料で

す！ 

最後に、一ノ瀬先生の卓話の回でしたので簡単に

ご紹介させてください。まずは、中日新聞社より

発売しております、一ノ瀬芳翠書著「人生が輝く 

戦国武将の名言 書き写し帳」が書店・Amazon な

どで販売しております。私が企画・製作をさせて

いただきました。また、MID-FM にて「一ノ瀬芳翠

の書楽校～モテ字ラジオ」が毎週月曜日の夜 10

時から 30分の生放送を実施しています。 

こちらも私が企画・製作をさせていただきました。 

ゲストで大村愛知県知事や名古屋キャッスルの越

川社長・サガミの鎌田会長など東海地区で活躍さ

れている企業人・政治家・文化人などにご出演い

ただいています。会員の皆様も、ぜひゲストでご

出演いただければと思いますので、お声がけさせ

ていただいた際はご快諾いただけますと幸いです。 

取り留めのない話になってしまいましたが、以上

で私の卓話とさせていただきます。 

ご清聴ありがとうございました。 

会長あいさつ 近藤 太門君 

例会風景 



第 2760 地区 分区副幹事 水野 満義君 

卓話 中川 健君 

セブロータリークラブからの贈呈品 

第 2760 地区 2018-19 地区研修・協議会風景


