
2009-2010 WEEKLY BULLETIN NO. 9

THE ROTARY CLUB OF KISHIWADA  ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2640

会 長 岡本桂四郎 広報委員会

幹 事 櫻井新嗣 委員長 横谷哲郎

岸和田ＲＣ
会長テーマ

活活活活きききき生生生生きききき

ロータリーロータリーロータリーロータリー

Active and Live Active and Live Active and Live Active and Live 

RotaryRotaryRotaryRotary

岸和田ロータリークラブ

今週今週今週今週のののの例会例会例会例会 第第第第2708270827082708回回回回

2009200920092009年年年年9999月月月月2222日日日日

国歌斉唱

ロータリーソング「奉仕の理想」
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次回の卓話
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「岸和田ﾛｰﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ活動発表」

岸和田RAC 黒田委員

(紹介 山形 直道会員 )
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四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト 言行はこれらに照らしてから

１． 真実かどうか ３． 好意と友情を深めるか
２． みんなに公平か ４． みんなのためになるかどうか

奉仕の理想に集いし友よ

御国に捧げん我等の業

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

永久に栄えよ

我等のロータリー

奉仕の理想

1.葛城に昇る 朝日に

両手を揚げて

奉仕の理想を迎えよう

すばらしい明日を築く

我ら岸和田ロータリークラブ

2.茅渟の海に 沈む夕日に

両手を揚げて

四つのテストを讃えよう

輝く未来を築く

我ら岸和田ロータリークラブ

両手を揚げて



●会合報告

8/19 岸和田RAC例会に

山形委員長・中井副委員長・櫻井幹事、

そして私が出席しました。

8/22 地区の社会奉仕委員長会議があり 皆見委員長

が出席されました。

●大変残念なご連絡です。

今井光郎会員が8月5日付け、藤原茂会員が

8月20日付けで退会されたことを報告します。

●「生薬」のお話をします。「生薬」には、植物性

・動物性・鉱物性があります。

「漢方薬」とは、2千年余の歴史のあるこの生薬の

組合わせ（＝処方）になります。

「民間薬」とは、その土地で人間の知恵と経験で

生まれた「くすり」です。その例として「重薬」

「千振り」、「モグサ」等があります。

大学でも、「天然資源学」という学問があり

これは日進月歩進化している分野です。

岡本桂四郎会長

会員数４２名 出席義務会員数３８名

8月26日 出席会員30名 78.95％

８月５日 MUを加えて 89.74％

櫻井新嗣幹事

先週先週先週先週のののの例会例会例会例会 第第第第2707270727072707回回回回

2009200920092009年年年年8888月月月月26262626日日日日

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「Sing!Everyone,Sing!」

唱歌「遠き山に日は落ちて」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「ＴＶＣＭとその時代」

横谷 哲郎会員

お客様

岸和田東RC 濱中雄二様

●例会臨時変更及び休会

泉南RC・貝塚RC・岸和田東RC・和泉RC

詳細は事務局まで。

●９月 会員誕生日

８日 武田 利治 会員

２１日 奥 藤喜雄 会員

２５日 加藤 二朗 会員

２６日 石本喜和男 会員

２９日 烏野 賢一 名誉会員

●９月 結婚記念日

６日 利田 泰之 会員

２７日 雪本 栄 会員

２９日 大賀 祐造 会員

３０日 川口 光國 会員

３０日 石本喜和男 会員



わが社の宣伝となるかも知れませんので、あらか

じめそんな前提で心広くお聞きいただければと思い

ます。まずS44年からのCM「ニッセイのおばちゃん」

という愛称を広めた私の一番好きなＣＭです。

出演している女優さんは中北千枝子さんです。

この方は東宝映画の「ゴジラ」のプロデューサーを

された田中友幸さんの奥様でホームドラマにもよく

出演されていました。自転車をこぐシーンなどもあり

ますが、あれは俗に言う二重写しで、この方は本当は

自転車には乗れません。H17年に79歳で亡くなられ

ました。S44年の佐藤栄作首相時代から中曽根首相

時代のS61年までTVで流しましたが、これはS50年放映

のもので、当時の総理大臣はロッキード事件のあとの

三木武夫首相でした。

次はうちのCMにはよく登場しました河原崎長一郎・

伊藤榮子夫妻ですが、ご主人は平成15年に亡くなり

ました。伊藤榮子さんはお元気です。S57年頃のもの

で当時は中曽根首相。ご存知のとおり長期政権で戦後

の首相の中では4番目の在職1806日約5年。ちなみに

一番は佐藤首相の2798日7年8ヶ月、2番は吉田茂首相

の2616日通算7年2ヶ月、3番目があの小泉首相の1980日

5年5ヶ月です。明治まで含めての一番は桂太郎首相の

2886日通算9年です。一番短いのは羽田孜首相の64日

です。指の数3本でやめた宇野宗佑首相は69日でこの

二人が短命政権の双璧です。

次はS58年放映のものでこの頃から旬のタレントや

大物タレントを起用することが多くなりました。

バブルに向かってまっしぐらという時代ですが、YMO

の坂本龍一です。大物としてはS59年の高倉健です。

今78歳ですから当時は53歳、「不器用ですから」が

ヒットしました。岡本現会長がロータリーに入会さ

れた頃のCMです。

次はアイドル路線です。S60年原田知世、S61年菊池

桃子と続きます。原田知世は今もコーヒーのブレン

ディの宣伝に、菊池桃子もはなまるマーケットなんか

に出ています。ここまではまだ中曽根首相です。

中曽根首相のあと竹下登、宇野宗佑と続いて海部

首相の時、そろそろバブルがはじきかけた微妙な時期

のH2年のCMの桑田佳祐です。結構出演料が高かった

ような記憶があります。ちょっとさかのぼってS63年

から大地真央を起用していまして、女性向けの商品

「ナイスディ」としてネーミングして宣伝しました。

このCMはH5年のもので細川首相の時です。同時期に

真田広之のCMもありました。つぎは起用した時にうち

の会社もなかなかやるなあと思った吉永小百合です。

今64歳でシャープのアクオスのCMに出ていますが、

これはH6年のものですからもう15年前の吉永小百合

です。当時の首相は自社さきがけ連立の村山富一首相。

SMAPの中居君も登場します。H9年に若者向けに生命

保険は自分で加入するもんやという商品をCMしました。

H10年は森高千里さんのもので菊池桃子さんと同じくら

い当時、森高千里さんのポスターはよく盗られました。

首相は橋本龍太郎、小渕恵三といった時代です。橋本

首相の時に私は倉敷支社にいまして、おりしも初めて

の小選挙区制の総選挙があり、ロッキード事件の灰色

高官といわれた新進党の加藤六月との激しい六龍戦争

の真っ只中で投票した記憶があります。倉敷には

どっちに入れたらいいか困っている人が結構おられた

ことを覚えています。お笑い系のCMもあります。

横谷哲郎会員

●横谷哲郎会員

本日卓話をさせて頂きます。

●大橋寛順会員

盆行事も地蔵盆、三昧の施餓鬼等お蔭様で

終了致しました。

●岸田次郎会員

家内の誕生日にお花をいただきありがとう

ございました。

皆見量政委員長

●8/22地区の社会奉仕委員会に出席して来ました。

・早速ですが8/9の兵庫県佐用町の水害、並びに

静岡県で8/11発生した地震の義援金のお願いが

参っています。是非ご協力をお願いします。

・秋の全国交通安全運動がまもなく始まります。

この運動の一環として例年参加しています

パレードが9月23日にありますので、是非

ご参加ください。後日ご案内いたします。



SEPTEMBER ２００９ ９月 新世代のための月間

Sunday      日 Monday 月 Tuesday 火 Wednesday 水 Thursday    木 Friday        金 Saturday    土

青少年・ライラ

委員長会議 RAC例会

例会

「最近の楽しみ」

岸田次郎会員

財団委員長会議

例会

「岸和田ﾛｰﾀｰｱｸﾄ
ｸﾗﾌﾞ活動発表」岸
和田ＲＡＣ黒田委員

南輪会

(ホスト 貝塚ｺｽﾓｽ
RC)

例会・仮題

「最近のｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
事情」久禮三子雄
会員

RAC例会

職業奉仕委員長

会議

敬老の日 国民の休日 秋分の日

例会休会

近隣クラブ卓話ご紹介

岸和田東ＲＣ ９月１１日（金）「カナダあれこれ」 第5040地区ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰRC 久保治雄様

岸和田北ＲＣ ９月 ８日（火）「心の健康と感性」 ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 川嵜達也様

岸和田南ＲＣ ９月１０日（木）「職業(しごと)を極める」 田中俊三会員
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H15年に爆笑問題を起用しています。このときはも

う小泉首相です。

お笑い系のあとは美人系です。これも15年で大地

真央の復活版で長谷川京子です。最近結婚して出産

したかと思います。

おわりはしみじみ系で多分今年のお正月も放映す

ると思いますが、正月限定版で放映開始H17年です。

子供や孫が正月に集うシーンで谷川俊太郎の詩をナ

レーションしています。ほかにもTVCMはありますが

いい作品もあれば駄作もあります。どちらかという

とうちのCMは面白くない部類と思いますが、にもか

かわらずお付き合いをありがとうございました。CM

と今まさに選挙の真っ最中なのでそのときの総理大

臣を重ね合わせてみました。麻生さんは不人気とか

言われていますが、戦後の歴代首相で一番平均支持

率が高かったのは、細川内閣、次が小泉、次は意外

に海部内閣、そして池田内閣、羽田内閣と続きます。

ワースト1は宇野短命内閣、ワースト2は森内閣です。
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麻生内閣の支持率はまだやめていませんので出てい

ませんが多分良くはないと思います。そう思うと羽田

孜は細川首相が投げ出したあとに担ぎ出されて、寝技

の小沢一郎に足を引っ張られて、しかも自民党から内

閣不信任案を出されてとか大変な目にあっているのに、

なんでまだ小沢一郎と一緒に民主党でやっているのか

なあと思います。

最後に広報委員として慣れない会報作りでご迷惑を

かけています。今日配布分の久松先生の写真なんかは、

フラッシュを焚いたにもかかわらず心霊写真のように

なってしまいました。この場を借りて、これまでの不

始末とこれからの不始末も併せてお詫びしておきます。

また岸和田ロータリクラブのHPをご覧ください。

そしていろいろとご意見をいただけたらと思っていま

すのでよろしくお願いします。

ご静聴ありがとうございました。


