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卓話「伝える極意」
　 　 サイマルインターナショナル顧問・会議通訳者 
　　 長井  鞠子  先生

幹事報告（石原忠始幹事）
・�本日はロータリーの友とニューモラルを配布しまし

た。
（理事会だより）
・ �病気療養中の小池会員の退会と海外業務が忙しく

なった江蘇萍会員の休会が承認されました�。
・�地区委員として黒岩会員と岡田会員が承認されまし

た。
・�2018年度前期決算と12月の月次会計が承認されま

した。
・�1月28日（月）例会前に帝国ホテル3階の特別の会
場で滋賀の多賀大社の宮司さんの出張お祓いを受け
ることになりました。
・�サイパン台風被害の寄付については、2750地区全

体で293万円余が集まり、現地に送金されました。
・�クリスマス例会の写真を隅のテーブルに並べてあり

ますので気に入ったものは写真代ニコニコをBOXに
入れてお持ち帰り下さい。

米山功労賞授与報告（椎野登貴子会長）
　椎野会長に米山功労者マルチプル表彰の感謝状が
授与されました。

国際奉仕プロジェクト報告（江蘇萍会員）
　40年前イスラエルで子どもの心臓病治療を支援する
活動が始まり、世界ではロンドン・パリ・イタリアなど
広く受け入れられ支援の輪が広がっています。2018年
には国連から表彰されてもいます。是非当クラブも力を
貸して下さい。

ビの専務さんにも届けてあるのですが」と伝えると、社長は「す
ぐ取り戻してこい」として即決となり1979年4月から放映となり
ました。

　�　夕方6時50分から7時まで、月~金の5日間放映し、日曜
は5日分をまとめた30分ものを流しました。5月から視聴率が
上がり始め、3ヵ月後には30%になり、テレビ朝日が視聴率の
トップになったのです。今年4月から41年目に入り、すでに
2950本が放映され、今年中に3000本となる見込です。

・�「大長編劇場版」映画も1980年春休みに放映され、大ヒットと
なり、その後毎年春休みはドラえもんが定番となり、昨年春休
みは「ドラえもんの宝島」が大ヒットしました。これで累計観
客動員数が1億1000万人となりました。
・�単行本も1巻から45巻まで発行され、累計販売量が2億冊を

超えました。又、ドラえもんのキャラクター商品も多数制作販
売されるようになり、昨年度の売上は400億円にのぼりました。

・�社会貢献としての「ドラえもん募金」も1996年にダイヤルQ²
で1通話100円の寄付ができるようにしたところ、台湾地震・
トルコ地震で毎回4000万円以上が集まっています。

　�　2007年新潟中越地震では、2億1000万円の寄付が集り、「若
いサラリーマンパパが帰宅すると、小1の長男が毎月の小遣い
1000円をいらないからドラえもんに10回電話させてとお願いし
た」というエピソードには、日本中が泣きました。

　�　2011年東日本大震災では電話は使えなくなったので、3月
14日から銀行口座への振込で募金をお願いしたところ、3月17
日までの4日間で6億円、4月14日までの1ヵ月間で18億9000
万円が集まったのです。

・�人気の秘密は、のび太としずかちゃんの未来の結婚でしたが、
のび太は「大好きだけど無理だろうな」とあきらめているところ、
ドラえもんが「大丈夫、結婚して楽しい家庭を持てるよ」と説
明して半信半疑ののび太を連れてタイムマシンで未来を見に行
くことになります。

　�　2人は結婚式披露宴会場の帝国ホテルへ到着しますが、フ
ロントでは「のび太様としずか様の披露宴は明日6時からです」
と言われてしまい、ミスで、1日早く到着したのでした。

　�　その後2人は、ヘリコプターマシンでしずかちゃんの家に飛
び、透明マントに入り見ていると、明日式で朝が早いからとし
ずかちゃんがパパに「おやすみなさい」と簡単な挨拶をしてい
ただけでした。

　�　そこでドラえもんが正直電波を使ってしずかちゃんに本心を
正直に話すようにしむけると、しずかちゃんはパパの膝に泣き
崩れて、「明日結婚やめます」といい、驚くパパに「こんなに甘
えて我儘ばかりの私を、ここまで育てて下さったパパとママを
置いて行けない。」と言うのです。パパは静かに、「しずかは
素晴らしい贈り物を残してくれているんだよ。生まれてくれたこ
とだけで、血を分けた小さな命に感動したんだよ。初めて立て
たとき、歩いたとき、運動会、遠足、楽しい思い出を沢山残し
てくれているんだよ。安心して行きなさい」と諭すのでした。

　�　しずかちゃんはそれを聞いて、「パパありがとう。でも私うま
くやっていけるかしら?」と尋ね、パパが「あの青年は人の幸
せを願い、不幸を哀しむことができる心を持っているからきっ
とうまくやっていけるよ。」と言い聞かせて送り出し、めでたし
めでたしとなりました。

・�前の棚に並べたドラえもんのキャラクターグッズ達はこのまま置
いていきますので、どうぞ皆様のマスコットにしてやって下さい。

（�ドラえもんグッズ20数点は次週の例会で抽選で配布されるこ
とになりました。皆様、次週くじ運を試して下さい。� �
� （事務局:吉国美保子））

　
� （要約文責宮下）

東京世田谷RC
元ドラえもんプロデューサー

別紙  壮一  様
・略歴
1941年� 香川県高松市に生まれる。
1963年� 中央大学商学部　卒
1966年� ㈲エイプロダクション　入社� �
� ［�制作に携わった主な作品］巨人の星、アタックナン

バーワン、ルパン三世、天才バカボン、ど根性ガエル
1976年� シンエイ動画株式会社に組織変更��専務取締役就任
1979年4月��『ドラえもん』テレビ放映開始��以後26年間プロ

デューサー　［主な作品］怪物くん、パーマン、忍者ハッ
トリ君、オバケのQ太郎、エスパー魔美、プロゴル
ファー猿、笑うセールスマン、クレヨンしんちゃん

2009年3月�シンエイ動画　退社

1994年6月��東京世田谷ロータリークラブ　入会� �
職業分類　映画製作

� 07~08年度���クラブ会長��ポールハリスフェロー� �
ベネファクター

・�「ドラえもん」は約50年前の1970年に小学館の学年別雑誌の「よ
い子」から、小学1年生ないし小学6年生の8雑誌に同時連載
されたのが始まりでした。作者は藤子.F.不二雄先生で、ご自
身の子供時代を投影した内容で、主人公のび太は小学4年生
で、成績は悪く宿題もやらず、スポーツもダメなとりえのない、
少し優しく思いやりのある少年です。

　�　マドンナ役のしずかちゃんは、やさしくて皆に好かれる女の
子で、物語の終わりはのび太としずかちゃんの結婚となるので
すが、それまでに100年後の世界からタイムマシンでドラえも
んが登場して2人と共に雲の上、海の底、宇宙などへ出向きド
タバタストーリーを展開するのです。
・�4年目の1973年にテレビアニメ化されて放映されましたが、まっ

たくヒットせず、視聴率も7%程度で低迷し、6ヵ月で打ち切
りでした。
・�ところが、1974年8月、小学館がそれまでの連載分を順次単

行本化したところ、1巻,2巻であっという間に500万冊の大ヒッ
トとなりました。私もこの時「ドラえもん」を知り、当時いた小
さいプロダクションで自分の企画で作品化したいと思い、社長
と弟と私の3人で「シンエイ動画」という会社を作って、アニメ
作成の企画を始めたのです。普通アニメは売れる作品になるま
でに半年から1年かかるのでその間の資金を心配していたとこ
ろ、突然救世主が現れました。

　�　それが、日本アニメーションの本橋浩一社長（貴クラブ石川
和子会員の父上）で、電話で「フジテレビでアニメの企画があ
るので、シンエイに全部任せるから一緒にやらないか」とのお
誘いで、「おれは徹平」という剣道アニメでした。これで「シン
エイ」は一息ついたのです。
・�ところが、「ドラえもん」のアニメには1本1000万円かかるので、

どこにもちこんでも「3年前、視聴率がとれないで打ち切りに
なった作品じゃないか。」などと却下され続け、売り込みは成
功しませんでした。そこで「これでだめなら版権をお返ししよう」
と最後のチャンスとして短いストーリーでセリフも入れたパイ
ロットフィルムを作ることにしました。その資金1000万円のた
めに、又も救世主が現れ、作画・録音・制作の全部をタダで（後
払い）やってくれる人材が見付かり、完成したのです。
・�テレビ朝日　採用
　�　1978年12月に、テレビ朝日にパイロットフィルムを持ち込ん

だところ、社長が「まあまあだな。ところで他のテレビ局には
持ち込んでいないだろうな」と質され、私から「実はフジテレ

三田　清会長� おめでとうございます。今年もよろ
しくお願いいたします。

武 　 正 雄 様� 本年もよろしくお願い申し上げます。�

椎野登貴子会長� 新年あけましておめでとうございます。
後半もどうぞよろしくお願い致します。

石原忠始 幹 事� 先週、白内障のオペが無事終りま
したので、ニコニコします。

秋葉良子直前会長� 皆様と久し振りにお会いでき嬉しく思
います。今年も宜しくお願い致します。

福元智子会 長
エレクト� 無事にうん才になりました。誕生日

は親に感謝をする日、とロータリー
で教わりましたので、何か親孝行し
たいと思います。

石井本子 会員� あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

石川和子 会員� 皆様あけましておめでとうございま
す。今年も楽しくロータリー活動い
たしましょう。

井関和美 会員� 明けましておめでとうございます。
バースデー月なのでニコニコします♡

伊藤知佳子会員� 新年あけましておめでとうございます。
今年も楽しいロータリーライフを送りた
いです。本日、私のお誕生日なので
（^v^）ニコニコします。

上中一 美 会員� 今年の正月に初めてお姑さんに言
い返しました。でもすぐ謝りました。

川口 　 惠 会員� 誕生日お祝い頂き有難うございます。
小磯 優子会員� 平成31年最初の例会である今日は、大

学の先輩でもある太田さんの卓話を楽
しみにしております。宜しくお願いします。

江　蘇萍 会員� 今日お誕生日有難うございます。� �
残念ですが休会となりますがどうぞ
宜しくお願い致します。

白水 真子 会員� おめでとうございます。今年もよろ
しくお願いいたします。

髙橋辰 三 会員� 本年もよろしくお願いします。
辻喜 代子 会員� 本年も楽しくよろしくお願い申し上

げます。
時枝 紀子 会員� 本年も明るくロータリー活動を開始

致しましょう!
野呂洋子 会員� 新年おめでとうございます。本年も

宜しくお願いします。
三木慶 子会員� 昨年東京で初めて開催致しました東

京グレートサンタラン大成功で5300
人の方が集まって下さいました。お孫
さんと来て下さった上野さん大変あ
りがとうございました。大阪でも東京
でもお世話になり感謝しております。

村松　南会員� 新年の目黒雅叙園には多くの方がお
見えいただきありがとうございまし
た。又、改めてごあいさつ致します。

（クリスマス写真代ニコニコ　4,470円）

（東京中央RC）

（東京中央RC）

にこにこ合計52,470円 /今期累計303,470円

『大好きドラえもん』� �
�（世代を越え楽しめる� �
���国民的ファミリーアニメの誕生秘話）

例会報告  第727回　2019年1月21日（月）
出席者29名+メーキャップ1名
（正会員56名-休会4名）

出席率 57.69%

卓
話

本日の例会  第729回　2019年2月4日（月）
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新年会紙上報告（事務局 吉国美保子様）
　1月26日、銀座レカンにて新年会!��

なんと95歳の梅島名誉会員もご参加さらにご講話を
してくださいました。� �

皆様、益々パワフルなお時間をお過ごしされました。

お祓い報告（事務局 吉国美保子様）
　当クラブの発展さらには各会員とご家族の方の健康
安全を祈願して、延命長寿のご利益で有名な滋賀の多
賀大社の宮司さんにお祓いをしていただきました。
　式典は20分ほどでしたが、厳かにしめやかに執り
行われ、最後にお神酒を頂いて参りました。

幹事報告（大盛敬子副幹事）
・�本日は1月理事会（第7回）の議事録を配布しました。
・�来週2月4日（月）は理事会がありますので、理事

役員の皆様は午前11時までにお集まり下さい。

米山功労賞授与報告  
（岡田敏江会員）

　岡田敏江会員に米山功労
者マルチプル表彰の感謝状
が授与されました。

バナー交換
　初めてメーキャップいただ
いた大阪貝塚コスモスRC様

（本日9名の会員がご参加）
とバナー交換を致しました。

大阪貝塚コスモスRC参加報告（会長　川崎晃生様）
　こんにちは。大量のメークアップをお引受けいただ
き有難く感謝致しております。当クラブは大阪の南部
の2640地区所属の大阪貝塚コスモスRCと言います。
本日は10人の予定のところ、1人インフルエンザで欠
席となり大変失礼致しました。
　昨日は米山梅吉記念館を見学し、大変感激致しまし
た。当クラブも留学生の支援に協力するプログラムをク
ラブ創立3年目に始めました。内容は米山の支援が終
了した後の留学生に対し当クラブ独自の奨学会から支
給を行うものです。今までに8名の留学生をお世話し
ており、今後も継続の予定です。当クラブの会員数も
減ったので、年間の活動内容も身の丈に合わせて絞っ
ていくつもりですが、この奨学会は最後まで続けたい
と思っております。

受付当番のお知らせ（辻喜代子職業奉仕委員）
　本日各テーブルに受付当番表を配布してありますの
で、皆さんご覧になってご自分の当番日には12:00まで
にご出席下さい。不都合日のある方は、早めに事務局
か組織委員にお申出下さい。

ゴルフ地区大会予選会の出場者紙上報告（福元智
子ゴルフ同好会幹事）

　2019年3月26日（火）2750地区の公式行事となっ
ている地区ゴルフ大会予選会が、名門大利根CCで開
かれますが、当クラブの参加者6名が決まりましたの
で報告します。皆さん健闘を祈って参加者6名（福元、
白水、時枝、宮下、高橋、宇野）にお声掛けをよろし
くお願いいたします。

年12月17日の2時間後に首都リマの日本大使公邸
恒例の天皇誕生日祝賀パーティーにゲリラ「センデロ・
ルミノソ」の兵士14名が突入・制圧・占拠し、大使
と大使館員,ペルー政府要人,各国ペルー大使,日本
企業の駐在員ら約600名の人質を取って立て籠った
のです。

・�人質事件は日本の強い希望もあり、フジモリ大統領
と親しいシュプリアーニ大司教が交渉に乗り出し、
当初は平和的解決の見込が高くなり、フジモリ大統
領もキューバへ出かけてカストロ議長と協議をするな
ど着 と々準備を進め、犯人たちは身代金と服役中の
仲間2人を受取ってキューバへ亡命する案が広く報道
されていました。
・�ところが1997年3月から4月にかけて平和解決につ

いてキューバから受入れの言質も得られたのに、フ
ジモリ大統領がなかなかゴーサインを出さず、大司
教が匙を投げるような発言を始め、私はフジモリ大
統領と軍部の非常に微妙な力のバランスから軍部の
強硬な突破方針を心配するようになっていたころ、
1997年4月22日、事件発生から127日目に白昼の突
入劇を見ることになりました。
・�後に判明したところでは、1月7日からフジモリ大統

領は自ら発案して周辺の民家から公邸地下までのト
ンネル掘削を開始し、その騒音を隠すために大音響
で軍歌などを流し続けていたのでした。

　�　又、人質も事件直後から女性や一般人から五月
雨式に解放が続き、4月の突入時には男性のみ72
人となっていました。突入の結果、人質2名,ペルー
軍特殊部隊員2名、ゲリラ14名全員が死亡しました。

・�ペルー軍部の特殊部隊は白人エリート集団ですが、
ゲリラはほとんどが貧しいインディオの出身で、人
質問題はそのまま南米の南北問題を現しているよう
でした。

　�　大使公邸には大量の爆薬が仕掛けられており、ゲ
リラも用心を怠らず、武力突入は紙一重で成功した
のでした。ペルーの首都リマ郊外に今でも広がるス
ラム街の存在は人質事件で光を当てられたペルーの
南北問題・極端な経済的格差が今も続いていること
を訴えているようです。� （要約文責　宮下）

1月のハッピーバースデイ
福元智子会員（4日生れ）� 井関和美会員（8日生れ）
秋葉良子会員（15日生れ）� 江　蘇萍会員（17日生れ）
上田美帆会員（19日生れ）� 伊藤知佳子会員（21日生れ）
川口　惠会員（24日生れ）� 上中一美会員（28日生れ）

TBS元ロスアンゼルス支局長
太田��晴弥�様

・�私はTBSの報道部門で長く活動
し、その後ドラマ部門へ移り、半
沢直樹シリーズや下町ロケットなどを手掛け、2018
年6月にTBSを退社し、今はNPO法人クウォーター
グッドオフィスに参加してチャリティコンサート活動
に協力しています。本日ご案内を配布した「がんば
ろう日本!」コンサートをよろしくお願いします。

・「がんばろう日本!　スーパーオーケストラ」
　�　2011年の東北大震災直後、多くのコンサートが中

止になる中、音楽の力を通して復興を支援し、特に
震災遺児のための進学奨学金のためのチャリティコ
ンサートとして手弁当のクラシック音楽家達が全国
から駆け付けて毎年素晴らしい涙の出るコンサート
を続けています。サントリーホールで3800円の入場
料などはチャリティでなくてはとても実現出来ませ
ん。3月1日（金）サントリーホールへ是非いらして
下さい。
・�ペルーのフジモリ大統領に初めてインタビューしたの

は、1996年12月ペルー奥地アマゾンのアヤクーチョ
でした。なかなか面会できず、当初1週間の予定を
更に1週間延ばして、インタビューを狙っていました。

　�　なぜペルーへ向かったかというと、私は当時ロス
アンゼルス支局にいたのですが、第二次世界大戦中、
南米から3000人近く（うちペルーから2600人）の日
系人がアメリカの強制収容所へ送られた戦争秘話に
ついて調べており、この強制連行体験者とフジモリ
大統領にインタビューしようとしていたのです。
・�そのときのペルーの地元の協力カメラマンが元大統

領担当の日系移民二世だったのですが、大統領報
道官と顔見知りだったので、なんとかアヤクーチョ（皮
肉なことに人質事件の主体だったセンデロ・ルミノソ
の拠点でした）でのインタビューができたのです。

・�当時のペルーは反政府ゲリラ活動が激しく、リマで
は民家の窓にはどれでも鉄格子が入り、内扉も鉄製
で防禦され、治安は相当悪かったのですが、フジモ
リ大統領はゲリラの掃討作戦で成果を挙げて人気
が出たのです。

　�　又、フジモリ大統領は貧しい地区でよくプレゼント
を配るのですが日本からの援助物資（たとえばジャ
ンパー）を「大統領からのプレゼント」として農村な
どで一人一人に手渡しして人気を得たりしていまし
た。
・�私がアヤクーチョで大統領にインタビューした1996

ペルー日本大使公邸人質事件
～フジモリ大統領と別れた� �
　　2時間後に事件が起きた～

貝塚コスモスRC� 本日は大勢でお邪魔し、お世話お掛
けします。よろしくお願い致します。

別紙　壮一様� 卓話、「大好きドラえもん」、一所懸
命話します。お聴き下さい。

椎野登貴子会長� 本日は貝塚コスモスロータリークラブ
の川崎会長様多くの方がお見えにな
りありがとうございます。

石川和子 会員� きょうの卓話に別紙さんをご紹介い
たします。“ドラえもん”のお話楽しみ
にしています。別紙さんよろしくお願
いいたします。今日はゲストで娘も参
加です。

上田美帆 会員� 先日は、お誕生日のお祝いをありが
とうございます。今年も元気に新し
いことにチャレンジしていきたいです。

大盛敬子 会員� 本日はご祈祷ありがとうございまし
た。又、貝塚コスモス様大勢様うれ
しいです。宜しくお願い致します。

岡田敏江 会員� クリスマスのお写真ありがとうござい
ます。ニコニコします。

佐藤幸子 会員� お写真ありがとうございます。クリス
マスパーティー楽しかったです!

曽根章乃 会員� きのうは、母校の新年会に行ってきま
した。1000人も集まり盛況でした。
尾木ママがゲストで、講演をしました。

辻喜代子 会員� 四大大会連勝世界1位大坂なおみ
さん。「どんな状況でも諦めずに戦
えばチャンスがある」

ご一同様

（東京世田谷RC）

にこにこ合計31,208円 /今期累計334,678円

例会報告  第728回　2019年1月28日（月）
出席者26名+メーキャップ5名
（正会員56名-休会5名）

出席率 60.78%
卓
話
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