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前回例会出席率

令和２年12月14日　第1991回例会

週報 No.

年次総会 疾病予防と治療月間 81.82％

　今回は、私の若かりし頃、職業で行ってき
たＭＡマルチオーディオの具体的仕事の内容
の話です。
　映画、テレビ、コマーシャル、ＣМソング
等の制作に必要な作業は、映像素材の編集だ
けではありません。
　音声素材の編集組み込みも非常に重要な仕
事です。
　一般的な映像作品は、はじめに映像の収録編集作業が行われ
ます。
　その後、背景音楽ＢＧМや効果音が加わり映像に演出が施さ
れます。
　必要があればスタジオでナレーションを録音する作業が行わ
れますがほとんどと言って映像編集が終了してからの仕上げ作
業と言えます。
　コマーシャル、ビデオプロモーションなど映像を生かすのに
MAの力が必要なのは、作品に厚みをくわえる為です。
　とくにナレーションは作品に大きな影響を与えますので
キャッチコピーやコメントにより印象度が強く、その力がバラ
ンス良く交われば良い作品になります。
　効果音も今では、豊富にありますが 40 数年前は、既存の音
が少なく、自分でオリジナルの音を作っていました。
　階段の上り下りの音、包丁で野菜を切る音、川のせせらぎ、
小鳥や動物の鳴き声等スタジオで録音できない場合は、通称「デ
ンスケ」という録音機を持って音とりに行っていました。
　少々気恥かしいのですが、私が手掛けたコマーシャルを一つ
紹介します。

　私が 26 歳の時、今から 41 年前に音響を担当した時の作品で、
紙芝居風映像に昔懐かしい音楽を加えた作品でさつま揚げの有
村屋のコマーシャルです。
　「魚売り行商篇」と「悪ガキ篇」の２タイプで「ぶえんな、
いいやはんどか～ぃ」と言う行商の声は、実家の真向かいに住
む、おばあちゃんにお願いしました。
　武家の出の厳しいおばあちゃんで、良く子供同士いたずらを
しては、叱られましたが、すっかり大人になった私のお願いに、
快くOKしてもらい何度も「ぶえんな、いいやはんどか～ぃ」
と叫んでくれました。
　ナレーションの方は、劇団員の方でその当時は鹿児島で本職
の方少なく、良く手伝っていただきました。バックにはいる子
供の笑い声は私の甥っ子で当時３歳でした。近所の子供たちと
遊ばせながらテンションを上げさせていき、録音しました。
　その甥っ子も今では３人の男の子の父親となり、わが社の
ディレクターをしています。
　MAはやりがいのある仕事でしたが、42歳の時管理職となり、
企画部の営業職を命じられたため、MAの仕事は後輩に引き継
ぎました。
　40 数年前には考えられないほど今では、カメラもオーディ
オ機器もコンパクトになりました。
　また、スマホで高画質の動画や感度の良い録音が一般の方で
も簡単に出来るようになりました。プロの制作会社もさらなる
レベルアップを計らなければならない状況です。どの業界もそ
うだと思いますが、プロはプロの仕事をするべくプロが認めた
クリエイティブな人材が必要です。
　この先AIが進出してきても最後は人の力であり、人の感性だ
と思います。このことを若い世代に伝えていきたいと思います。
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四つのテスト

 1932年
 シカゴ・ロータリークラブ会員ハーバートJ. テ

イラー（1954-55年度国際ロータリー会⻑）が
発案

 倒産寸前の会社を建て直す役目を担ったテイ
ラーは、モラル向上の⽅法として、倫理的指針
「四つのテスト」を発案

 このシンプルな哲学のおかげでこの会社は倒産
を免れた。

 1934年
国際ロータリーで採⽤

引⽤︓職業奉仕の⼿引

ロータリアンの⾏動規範

 ①個人として、また事業において、⾼潔さと⾼い倫理基準をもって⾏動する。
 ②取引のすべてにおいて公正に努め、相⼿とその職業に対して尊重の念を

もって接する。
 ③⾃分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを抱える

人びとを助け、地域社会や世界中の人びとの生活の質を⾼める。
 ④ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。
 ⑤ロータリーの会合、⾏事、および活動においてハラスメントのない環境を

維持することを支援し、ハラスメントの疑いがあれば報告し、ハラスメント
を報告した人への報復が起こらないよう確認する（2019年1⽉理事会会合、
決定119号）。

引⽤︓ロータリー資料館

ロータリーの目的

 ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、こ
れを育むことにある。具体的には、次の各項を奨励することにある

 第1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること
 第2 職業上の⾼い倫理基準を保ち、役⽴つ仕事はすべて価値あるものと

認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各⾃の職業を⾼潔なもの
にすること

 第3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活に
おいて、⽇々、奉仕の理念を実践すること

 第4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国
際理解、親善、平和を推進すること。

引⽤︓職業奉仕の⼿引

誕生日祝 結婚祝 職業奉仕委員長

加島　繁

12月

■ 職業奉フォーラム



ロータリーソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２
食事：「百万ドル食事」・「本日の演奏」　
会長の時間：会長　加島　繁君
誕生日お祝い：中間　貴志君（１日）、栫　浩多郎君（６日）、
　　　　　　　本村　嘉啓君（12 日）　
　　　　　　　宇都　和治君（17 日）　本坊　修君（18 日）
結婚記念お祝い：本村　嘉啓君（1日）、坂元　直人君（1日）、
　　　　　　　小福田　博君（８日）、田實　大志朗君（8日）、
　　　　　　　小笹　貴之君（12 日）、坂元　次郎君（25 日）
会務報告：幹事　高岡　和也君
１）本日の配布　　①月信 12 月号　②週報　
２）今後の例会の出欠について
　　�新型コロナウイルス感染関連で例会を欠席される場合、
事前に事務局へその旨ご連絡いただいた会員は、出席免
除（ホーム出席扱い）とさせていただきます。

　　�欠席の連絡のない方は、通常の欠席扱いとなりますので

ご了承ください。
３）RCC例会　11：00 ～　場所：リンクビル９階
　　12/13（日）　指名出席者→小福田・髙栁　各会員
　　12/27（日）指名出席者→宇都・吉村　各会員
４）本日定例理事会　例会後　開聞にて
５）次週　12/9（月）例会プログラム　　「年次総会」
　　友の見どころ＝広報雑誌・ＩＴ
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会

次回例会　令和２年12月21日（月）

会長・幹事　上期を終えて

出席率 会員数 出席数 出席報告
第1990回例会 54名 36名 81.82%
前々回（11月16日）の補正 54名 35名 67.31%
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12 月定例理事会　議事録

2020 ～ 2021 年度　　　鹿児島中央ロータリークラブ
会議名 定例理事会　　　　　　場　所　開聞
日　時 令和２年 12 月７日（月）　　例会後　～　　

出　席
予定者

加島　　繁・橋元　　隆・高岡　和也・下村　哲也
川路　理幸・中間　貴志・坂元　直人・栫　浩多郎
下　　隆治・竹添　寛

欠席者 田中　和俊
�
議　題
1）12・１月例会プログラム及び行事予定（添付資料）…承認
　補足：1/18 クラブ協議会（上期報告下期計画）は 5大奉仕
委員長が発表
2）12 月の例会について
　→�コロナ関連のため欠席と事務局に事前に連絡を頂いた会員
は出席免除（ホーム出席扱い）とし、何も連絡がなく欠席
の場合は欠席扱いとすることで承認。

3）会計報告（別紙明細）
　①　11 月度試算表について…承認
4）下期会費請求について（別紙参照）…承認
5）次期理事役員について（添付資料）…承認
6）職業奉仕賞候補者について　授与式　１/25（月）（添付資料）
　→�南日本新聞大明丘販売所　新福ナヤミさま（81）（下会員
の推薦者）で決定で承認

7）情報集会について
　→ 2/15（月）～2/27（土）で開催予定（テーマは未定）で承認
8）クラブ紹介リーフレット作成について…承認
　補足：�完成まではコピー機などでデータを印刷したものを使

用する。
9）45 周年事業について
　→�記念誌は作成するが、大々的な周年事業は行わない方針で承認
10）会津若松西RCとの姉妹盟約 25 周年事業について
　→ �2021 ～ 2022 年度で姉妹盟約 25 周年の記念事業として、

鹿児島か会津で記念品の交換などを予定で承認　
　　補足：�今期中（３～６月）に会津若松西 RC を来期の 25

周年事業の打合せを兼ねて表敬訪問予定で承認（担
当：交流委員会）

11）2000 回記念例会について
　→ �3/1の 2000回例会は通常どおり昼例会を行い、3/15月を夜例

会に変更し、2000回例会記念祝賀会を開催することで承認
12）赤い羽根共同募金について
　→募金はしないで承認
13）その他
　①　次回理事会について…承認
　　　令和３年１月 15 日（金）　18：30 ～　
　　　於：ふぁみり庵はいから亭与次郎本店
　②　�Zoomによる例会参加者用にデスクトップモニター（40

インチくらいのもの）を購入で承認

●加島　繁会長／昨日、無事、忘年家族会を行うことが出来ました。
ご協力ありがとうございました。又、親睦委員会の方々、竹添会
員お疲れ様でした。来年は例年どおりの開催が子供達をまじえて
出来ることを心より願っております。尚、昨晩の私のCDがほしい
方はサイン入りで無料で差し上げます。
●海江田　順三郎君／昨晩の忘年家族会はコロナ感染防止を考慮
されたコンパクトで楽しい会でした。親睦委員の皆さんに感謝い
たします。会長幹事の余興も英語のソングにチャレンジされ努力
賞に値しました。
●本坊　修君／誕生祝い有難当ございます。12 月 18 日で満 76 才
になります。
●本坊　修君／昨日の忘年会の席で褒章受章のお祝いの品バカラ
のワイングラスを戴き有難当ございました。
●石塚　俊雄君／昨夜の忘年家族会は春山親睦委員長の下、委員
の御尽力によりコロナ禍中にも拘わらず楽しい一時を過ごすこと
が出来ました。風貌とは正反対の軟弱で上手か下手がわからない
歌を披露された会長に全員が引き込まれました。流石です。美味
しい料理と共に大満足でした。感謝！
●竹添　寛君／昨夜は弊社ホテルきずな忘年家族会にご利用いた
だきありがとうございました。コロナ禍の中無事終わる事が出来
たのも一重に親睦委員会の皆様のおかげだと思います。感謝の気
持を込めてスマイルします。
●宇都　和治君／昨日は久しぶりに楽しく盛り上がった家族忘年
会有難うございました。親睦委員長はじめ役員の皆様、会長、幹
事大変にご苦労様でした。本日は誕生日お祝い頂き重ねて御礼申
し上げます、ロータリークラブより 15 回目のお祝いになりました。
あと 10 日したら満 75 歳になります。私の座右の銘は「健全なる

精神は健全なる肉体に宿る」です。これからも健康第一にストレ
スためないで楽しく仕事に、趣味のゴルフや旅行にエンジョイし
たいと思います有難うございました。
●坂元　直人君／結婚記念祝ありがとうございます。結婚して 19
年が経過しました。当クラブの会長を経験させて頂きましてから、
前より夫婦喧嘩が少なくなったように思います。何故なんでしょ
う？
●宮脇　謙舟君／昨日は楽しい忘年会をありがとうございました。
春山委員長をはじめとした親睦委員の皆様、竹添オーナーに感謝
いたします。
●中間　貴志君／誕生日お祝いを頂き、ありがとうございます。12
月 1 日に 47 才になりました。48 才になるまでには、ゴルフの 100
切りを達成したいです。
●丸山　健太郎君／先週未、息子が結婚式を挙げました。参列し
て下さった方々にコロナが出ませんように！ 2週間ドキドキです。
●田實　大志朗君／皆勤賞を頂き有難うございました。2～ 3回欠
席したような記憶がありますが、コロナの影響でカウントされな
かった事と思います。コロナに感謝？して今後精進して参ります。
有難うございました。
●栫　浩多郎君／本日は誕生お祝いありがとうございます。35 才
になりました。今年は代表交代もあり、身が引き締まる思いです。
引き続きご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。
●小笹　貴之君／本日は結婚記念祝ありがとうございます。12 月
12日で22年目を迎えます。妻にあいそをつかされないよう、ちょっ
と奮発して贈り物でもしようかと思います。
●福山　泰広君／昨夜はビンゴ第一位の名誉を賜わり誠にありが
とうございました。久し振りに家内に、ほめられました。皆様の
おかげです。ありがとうございました。

12月7日のスマイル　小計 75,000円　2020〜2021年度　累計 303,129円


