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　日本政策金融公庫
　「公庫の融資制度について」

　皆さんこんにちは。
　早いもので、９月になりました。ロータリーで
は毎月推進月間のテーマがあります。今月は、「基
本的教育と識字率向上月間」「ロータリーの友月
間」であります。
　私たち日本人にとって、「文字の読めない人」
という認識はあまりないのではないでしょうか。
「読み書きそろばん」という言葉に代表されるよ
うに、当たり前になっていて、「基本的教育」も
小学校・中学校までの義務教育が、全国民に対し
て、実施されています。しかし、世界中では「学
校にいけない」、「学校が開けない」という国がた
くさんあるということなのです。ロータリーでは

このような状況を少しでも改善しようと会員に
呼び掛けているのだと思います。財団の大切な事
業の一つだと言えます。今月はこのようなことを
考えて、少しだけ気にかけていただけたらと思い
ます。
　さて、９月１日は「防災の日」でした。大正
12 年に関東大震災が発生して日であり、昭和
34 年の伊勢湾台風が契機となって、地震や風水
害などに対する心構えを育成するために創設さ
れました。
　災害への備えを具体的に挙げると 3 つありま
す。
　１番目は「物」の備えです。道路などの社会イ
ンフラが寸断されると、支援物資が届くまでに少
なくとも１週間はかかるといわれていますので、
その分の買い置きが必要です。
　２番目は、「行動」の備えです。災害が起きた
時にどのように対処するか、避難場所はどこかな
どを、家族や職場で確認することが肝要です。
　３番目は、「心」の備えです。地球は絶えず活
動しており、今この瞬間に地震が起きてもおかし
くないのです。災害への心の備えがあってはじめ
て、いざというときに「直観力」が働き、危機的
状況を回避することになります。
　天災は忘れたころに来るものです。今一度家や
職場の災害への備えを点検されてはどうでしょ
うか。

会長タイム

村川　保訓　会長



　「ひまわり賞」の候補者を募集しております。
どうぞご協力をお願いいたして、会長挨拶とさせ
ていただきます。
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　30 年以内に 70％の確率で発生すると予測さ
れている、首都直下地震。
　あなたは、その準備ができていますか。

今 や ろ う 。

もしも今、東京に大地震が起きたら。そのとき、
家にいたら？地下鉄にいたら？真冬だったら？
真夜中だったら？一人でいたら？守るべき誰か
といたら？東京が一瞬にして姿を変えるその瞬
間、あなたはどうする？今想像しよう。今正しい
知識を得よう。今備蓄しよう。今家族や近所の人
たちと話そう。一つひとつの小さな備えが、あな
たを守る盾になる。人は、災害と戦える。今やろ
う。災害から身を守る全てを。

クラブ研修委員会

　皆さんこんにちは、今年度「研修委員長」を仰
せつかっている久寿米木です。
　本日の例会で卓話をして下さいとプログラム
委員長より以前から聞いていました。週一回の例
会で、会員の皆様の貴重な時間を拝借する訳です
から、何かそれらしい話を…と考えていたのです
が残念ながらまとまりがつきませんでした。た
だ、役目ですので反故にするわけにはいかず、思
いつくままの話になることをまずはお詫びしま
す。
　９月と言えば国際ロータリーの月間テーマは
「基本的教育と識字率の向上月間」です。2014
年 10 月ＲＩ理事会にて決定されました。
　これは、地域社会で基本的教育を普及し、識字
能力を高めるためのプログラムを支援し、地域社
会の参加を促進、成人識字率の向上、教育におけ

久寿米木 和夫　委員長

る男女格差を減らすための活動、基本的教育と識
字率向上に関連した仕事に従事することを目指
す専門職業人のための奨学金支援を強調する月
間であるとしています。
　昨年度は中部分区Ｇ補佐として分区内全ての
クラブの活動計画書を見させていただきました
が、この９月の月間テーマ「基本的教育と識字率
の向上月間」についての活動をしているクラブは
無かったと思います。皆様もご存じのように月間
テーマは毎月定められています。

　９月以外の各月間テーマは

�８�月：会員増強・新クラブ結成推進月間
10 月：経済と地域社会の発展月間
11 月：ロータリー財団月間
12 月：疾病予防と治療月間
�１�月：職業奉仕月間
�２�月：平和と紛争予防／紛争解決月間
�３�月：水と衛生月間
�４�月：母子の健康月間
�５�月：青少年奉仕月間
�６�月：ロータリー親睦活動月間

　となっていますが、各単位クラブでどのような
月間テーマに沿った活動をしているかを改めて
考えてみました。
　８月のテーマ「会員増強・新クラブ結成推進月
間」これは特に会員増強については各クラブとも
月間に関わらず取り組まれていると思います。
　11 月：ロータリー財団月間、12 月：疾病予
防と治療月間、１月：職業奉仕月間、６月：ロー
タリー親睦活動月間についても、ほぼ同様ではな
いかと考えます。
　３月の水と衛生月間。分区内でも海外で井戸掘
り等の事業を数多く実施したクラブもあります
し、また、大淀川に関する事業に協力しているク
ラブもあります。
　残る他の月間テーマに関連する事業に取り組
んでいるクラブについては、私の勉強不足のせい
もあるのでしょうが、すぐに思い浮かびません。
　これはやはり国際的な団体であるが故、日本で
生活するうえで身近に肌で感じる機会の少ない
月間テーマが多いせいもあるかも知れません。
　同じことが９月の月間テーマ「基本的教育と識
字率の向上月間」にもいえるのでしょうか。識字



率の高い日本においては何となくピンとこない
ものがあります。ただ現実の取り組みとして、グ
ローバル補助金を利用しての海外クラブとの連
携事業はハードルが高いのでどのクラブも取り
組みにくいのではないかと思われます。
　そこで９月の月間テーマに沿った形で少しだ
け視点を変えて、目の障害者のための点字関連の
サポート等は何かできない物かと考えてみたと
ころでした。
　冒頭に申し上げたように細かな部分までは考
えがまとまりませんでしたが、本日の卓話のテー
マを９月の月間テーマとし、宮崎東クラブの今後
の活動の何かの方向付けになればと思い話をさ
せていただきました。
　ご清聴ありがとうございます。

新会員卓話

迫園　洋二　会員

　7 月に入会いたしました迫園洋二と申します。
本日は新会員卓話ということで、貴重なお時間を
いただきありがとうございます。私はテレビ宮崎
に勤めておりまして、現在所属は総務局でござい
ますが、6 月まで技術局に所属しておりました。
本日の卓話では、弊社の技術部の業務をご紹介さ
せていただこうと考えてます。現在ローカル局に
おきましては、技術の採用募集をかけてもなかな
か応募が来ないのが現状です。これは弊社だけで
はなく、全国的な課題となっています。
　放送局の技術がどのような仕事をしているの

か分からないということも理由の一つと考えま
すので、弊社では学生のインターンシップも積極
的に募集、受け入れを実施して、放送局の業務を
理解いただこうという取り組みも行っておりま
す。本日はその際に使用する学生向けのプレゼン
資料を利用して、お話をさせていただきます。
　弊社技術部の業務は大きく 3 つの柱がありま
す。①「中継局の保守整備」、②「放送の監視、
送出全般」、③「中継、番組制作に関する技術全般」
です。

　一つ目の中継局の保守整備ですが、テレビの放
送が県内の視聴者の皆様方にお届けするために
は、まず、本社の鉄塔のアンテナから田野の鰐塚
山にある送信所に放送電波を送ります。鰐塚山は
標高が 1118 ｍありますので、鰐塚送信所の鉄
塔から県内の約 7 割のご家庭にテレビの電波を
お届けすることができます。あと 3 割のご家庭
には、鰐塚山からの電波を中継して電波をお届け
する中継局を 46 局建設して全家庭にテレビ電波
をお届けしています。この鰐塚送信所と 46 の中
継局の保守、整備も技術の業務となります。

　二つ目の放送の監視、送出全般ですが、テレビ
の放送は大きく「番組」と「コマーシャル」で構
成されますが、番組は、ゴールデンタイムなどで
放送される東京のフジテレビなどからくる番組
やＵＭＫスーパーニュースや土曜日に放送して
いる「じゃがじゃがサタデー」や「U-doki」な
どのように自社のスタジオで制作される自社番
組、そして系列の局から番組を購入して、その
VTR を自社の設備にセットして放送するものな
どがあります。それらの番組やＣＭが事前に秒単
位で組まれた放送進行データどおりに放送さ



例 会 記 録 第905回  2018年9月3日（月）

プログラム

・会長タイム　・幹事報告　・委員会報告
◎セレモニー

◎クラブ研修委員会　　久寿米木和夫　委員長

◎新会員卓話　　迫園　洋二　会員

出席状況報告

9月3日 第905回 8月20日 第903回

会員数 29名 会員数 30名

出席数 23名 出席数 21名

出席率 79.31％ 修正出席率 73.3％

メイキャップを積極的に行いましょう。

メーキャップ　　前取り：岩切　久美 君

スマイルＢＯＸ

中村健一郎　君
100 年人生の３分の２　まだまだ仕事中心で
す。あと 10 年で会社の仕事を承継できるよう
にします！ありがとうございます。

都原　清次　君
今月で 60 代最後の年となりました。今後共楽
しい人生でありたいと思います。

れているかどうかを 24 時間体制で監視していま
す。また、大きな災害、事件、事故等は発生した
場合は予定を変更してリアルタイムに放送デー
タを変更して番組内容を変更する操作も必要と
なります。この業務も技術部に業務となります。
写真はその業務を行う部屋「マスター室」です。
ちなみに「ニュース速報」「地震速報」なども
この部屋で操作して、送出しています。

　最後の 3 つ目の業務が「中継、番組制作に関
する技術全般」です。先ほど申し上げた自社制作
番組は、スタジオからの生放送、事前にスタジオ
で収録してＶＴＲで放送する番組、野外から生放
送で行う番組、野外で行っているイベントやス

ポーツ競技を生放送だったり、収録したりして放
送する番組など様々あります。それら全ての番組
において制作ディクレターや報道部が描いたス
トーリーを技術的に実現させるのが技術の業務
です。照明を含むスタジオ設備の調整、操作、ま
た野外で実施する場合には中継車の設置、調整、
操作、放送回線の設置、カメラのセッティング
等々多岐にわたる業務を行います。番組制作、報
道番組の縁の下の力持ち的な存在です。
　この他にも本社内の放送に関わる設備は技術
部が整備、保守を任されています。

　以上が弊社の技術部の主な業務となります。貴
重なお時間を頂き、ありがとうございました。


