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山谷会長メッセージ 

新型コロナ新規感染者数は依然として高止まりが続い

ている状況です。６月１日からは緊急事態宣言の延長期

間に入りました。海外ではイギリス型とインド型が合わさ

ったベトナム型の変異ウイルスも発見され、感染が広が

る可能性があると伝えられています。まだまだコロナの

終息は見えません。 

 ただ一方で、明るい兆しも見えつつあります。アメリカ

やイギリスなど、ワクチン接種が進んでいる国では感染

状況が落ち着き、経済活動にも活気が戻っているといい

ます。日本においてもワクチン接種率は 10％を超え、企

業や大学等での職域単位での接種が今月 21 日から開

始されます。ワクチン接種のスピードはここにきてようや

く加速し出したようです。 

 一方、７月 23日開会の東京オリンピックまでは 50日

を切りました。本当に開催できるのか、開催すべきでは

ないとの声もあるものの、海外選手が入国を始めている

というニュースを見聞きするにつれ、開催が近づいてい

ることを実感します。 

 諦めムードや閉塞感が世の中を覆っているようにも感

じますが、ネガティブなことばかり考えていても仕方が

ありません。目の前の課題や、それを克服した先にある

明るい未来に目を向け、仲間同士で助け合いながら、こ

の困難な状況を乗り切っていきましょう。 

 

「コロナ禍で始めたこと」 

寺江 伸一郎 親睦活動副委員長 

コロナの波と緊急事態宣言を幾度か経験し1年が経過

しました。社業に於いても様々な対応をしてきました。結

果、家での時間が増えましたので新しく始めたことがあ

りますのでご紹介させていただきます。 

新しく始めた事は「ぬか漬け」です。“ぬか”そのものも

白米のお供にできる無農薬のぬかを購入し色々な野菜 

 

を漬け込んで楽しんでいます。私のお気に入りはきゅう

りと長いもです。そしておすすめの食べ方は納豆と一緒

に食べることです。この発酵食品同士の組み合わせは整

腸効果絶大なのでは？と密かに思っていますが、何より

まずこの組み合わせがおいしいです。皆さんにもぜひお

すすめしたいです。調べたところ野菜だけではなく豆腐

や肉、魚などもぬか漬けにするとおいしいそうです。今後

挑戦してみたいと思います。ネットで情報を仕入れなが

らですが過剰発酵や水分調整、温度管理など手のかかる

ところもあり、子供たちからは臭いと言われますが楽し

んで作っています（ぬか床に話しか

ける日もそう遠くない気がします）。

今年は家庭菜園の野菜をつけてみよ

うと計画中です。 

 

「雑感」 

西尾 長幸 親睦活動副委員長 

会員のみなさまの親睦活動を担当する委員会の一員と

して、とても残念で、悲しい思いをした一年が間もなく終

わろうとしています。渡邉委員長が綿密に計画された夜

間例会や懇親会等々がコロナウイルスの影響でことごと

く中止。昼の例会の開催もままならぬ現状では仕方がな

いとはいえ、食事を共にし、杯を傾けながら先輩のお話

を伺う、という私にとってのロータリーの大きな楽しみ

が奪われてしまいました。 

おかげさまで本業の不動産賃貸には大きな影響もなく、

なんとか日々を過ごしておりますが、医療関係者始め、コ

ロナウイルスの影響を受けていらっしゃるご職業のみな

さまには、この大変な時代を乗り切るご努力をされてお

りますことに、心から敬意を表します。 

緊急事態宣言の解除はもとより、私たちの暮らしがまた

元に戻れる日を心から願っております。会員のみなさま

も、感染予防にさらなるご留意をされ、ご家族みなさま

がご健康でありますようにお過ごしください。 

THE ROTARY CLUB OF SAPPORO SOUTH  札幌南ロータリークラブ 

なごやぎ通信 vol.5 



 THE ROTARY CLUB OF SAPPORO SOUTH  

11 

 

 

「広告代理店の仕事について」 

堀元 雅司 職業奉仕委員会 

(株式会社 新生) 

職業奉仕委員長の堀元でございます。新型コロナの感

染拡大で、例会も休会になり委員会活動としてはほとん

ど出来ていない状況でした。しかし、地区では、ICT 委員

会の委員長、クラブ奉仕委員会委員、危機管理委員会委

員、を拝命している事もあり、けっこう地区の委員会活動

は行っていました。リモートで行われる委員会や例会な

ど、その関係に携わる ICT 委員会（情報通信技術委員

会）ですから、ZOOM の利用法や、 SNS での情報発

信などをさせて頂いていました。 

地区のホームページのリニューアル

も行い。スマホ対応も行い、スマホ画面

でも見やすいページにしました。  是

非、アクセスしてみてください。 

  

札幌南ロータリークラブでの、職業奉仕委員会としては、

地区の職業奉仕委員長の玉井委員長に卓話をお願いし

ていたのですが、卓話していただく予定の日が、休会に

なり、改めてお願いすると、また休会となり失礼を繰り返

している感じでした。しかし、玉井委員長は、笑顔で、問

題ないですよ。また、呼んで下さいと言っていただいて

います。次年度の、職業奉仕委員会で、お声を掛けてい

ただければと思います。 

 さて、職業奉仕委員長として、今年度、何も出来ていな

い状況です。委員会の目標として、職業奉仕の理念を理

解すると言うことで、卓話で地区の職業奉仕委員長にお

話を頂こうと思ったのですが、叶いませんでした。会員の

皆様の職業のご紹介というところも、卓話でお話を頂こ

うと思っていたのですが、新型コロナの関係で、思うよう

に出来ませんでしたので、私の職業について、すこし書か

せて頂こうかと思います。 

  

さて、私の職業は、広告代理業です。一般的に言う、広

告代理店です。 

弊社は、昭和 22年（1947年）に札幌で創業しました。

創業者は、祖父ですが、会社案内に「将来の日本の広告

業の発展を予見し…」と、書いてありますが、戦後、まも

なく広告代理店を札幌で、よく起業したと思いました。そ 

 

の頃の、広告の媒体としては、新聞かラジオくらいしか無

いような時代ですから… 

創業当時の写真に

は、新聞とラジオの広

告と新生広告社の看板

に書いてあります。 

 

札幌に創業してから、1958 年に釧路支社と帯広支

社を開設し、1962 年に室蘭支社 1972 年に苫小牧

支社と拠点を増やしていきました。当時、本社は、北 1 

条東 5 丁目で国道 12 号線沿いに有りました。今は、大

通西 9 丁目に移転して事業を続けております。 

 

弊社の企業理念が、額に入り社内にあります。 

一. 広告倫理にもとづき広告産業を通じて社会文化発

展に寄与する 

一. 広告人としての自覚と責任をもち優れた広告の創 

造に邁進する 

一. 広告主の繁栄を計ると共に一致協力 社の発展と 

社員の福祉の向上に努める 

と有ります。中でも広告産業を通じて社会文化発展に寄

与するという部分が、職業奉仕にも繋がるのかと感じま

す。 

 

広告代理店って、どんな事をやっているの？と、言う

と。色々なイメージを持っている方が、いらっしゃる様で、

時には、広告代理店の仕事はブラックだよね。と言われ

る事がありますが、それは、昔のイメージを引きずってい

る感じがします。 

残業も多く、夜中でも、お客様に、明日までにと言われ

ると、徹夜でもやっていた時代もありました。でも、それ

なりに楽しくやっていましたけどね。 

今は、働き方改革もあり、私が、若い頃とは違い、残業

も少なく（仕事も少ないかも…）働きやすくなったと感じ

ています。しかし、クリエイティブな仕事ですから、向き不

向きが出るかもしれません。 

 

広告代理店の仕事は、 

●広告主の希望に合わせて広告制作の計画を進める。 

●広告のアイディアを企画する。デザインなど制作。 
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ここ数年、WEB などのデジタル広告の制作も多くなっ

ています。 

●メディアにかわり、テレビやラジオの広告枠などの販

売をします。 

●イベントの企画・運営、交通広告や色々な看板も扱いま

す。 

 

■テレビ CM 

ベル食品様  

弊社は、総合広告代理店と言われ、20 年くらい前ま

では「テレビ」「新聞」「雑誌」「ラジオ」など、主要なメディ

アを中心に広告の取り扱いを行っていました。いわゆる

「4 マス媒体」の対応が多くを占めていました。最近は、

それだけでは、厳しい時代になっていますので、「イベン

トの企画、運営」や「ネット広告」など色々です。何でもや

ると言った感じにもなっています。 

 

 広告を担当する営業は、お客様の「情報管理」「スケジュ

ール管理」「広告の企画」「提案」なども行うのでアカウン

トプランナーという呼び方もします。コミュニケーション

をしっかり取りながら、企業の広報や広告部門の担当の

方や、時には社長と連携して仕事を進めていきます。 

 他に、弊社では、新聞広告に入りますが、「黒枠」とか

「おくやみ」と言われる広告も承っております。ご依頼を

受けると、担当営業が、お宅へお伺いして、時間が無いの

で、その場で死亡広告の原稿を書きます。この仕事は、場

合に寄っては、ご遺体の横で原稿を書かなければならな

いことも有りますが、仕事ですから、支社には女性の担

当営業でも、しっかりご対応させて頂いています。 

 広告業界の仕事を考えてみると、少し特殊な仕事で大

変な部分も有りますが、その分やりがいも豊富にありま

す。 

●お客様の意図に沿った業務をおこない、効果を実感す

ること 

●人を動かすために、何をするべきか考えられること 

●自分が関わった仕事が世間に出ていると実感するこ

と 

●発想力に富んだ人と関われること 

●お客様と良い関係を築けるとやりがいに繋がること 

 広告の目的は、それを見た顧客に「良い」と感じてもら

い商品やサービスを購入するアクションをおこしてもら

うことだと思います。 

 現在、インターネットの普及によって情報の拡散スピー

ドが速くなりました。それに伴い、先進的な取り組みやメ

ディアがどんどん出て来ています。そのスピードは、驚く

ほど早い中、お客様に良いご提案が出来る様に、日々、

新しい取り組みを行っていかなければなりません。 

 

 昨年から、新型コロナの影響は、かなり受けています。

広告代理店の仕事としては、人を集める事やアクション

を起こしてもらう事が、仕事だと感じますが、集まっては

行けない。動いてはいけない。と言われると、なかなか、

厳しい状況でした。そんな中、弊社では、ワクチン接種の

コールセンターを立ち上げたり、予約システムを販売した

りと、今に対応した仕事も行っています。しかし、一日も

早く、新型コロナの終息を願うばかりで、通常の仕事をし

ていきたいです。 

 

■ホームページ 

会報のデジタル版やお知らせ、例会のスケジュールな

ども見ることが出来ますので是非、クラブのホームペー

ジをご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

札幌南 

ロータリークラブ 
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6月例会予定について 

6月の例会については、以下日程で開催致します。 

 皆様のご出席をお待ちしております。 

 

●6月 21日(月)12：30～ 

 場所：札幌エクセルホテル東急 

「創立 65周年記念例会」 

 

●6月 28日(月)12：30～ 

 場所：ホテルオークラ札幌 

 「退任挨拶」 

 

ニコニコ BOX 

●鈴木 崇 会員より(5月 27日に多額に頂きました) 

渡邉親睦活動委員長、今年度は大変お疲れ様でした。 

来期は宜しくお願いします。 

 

お知らせ 

●2020-2021年度国際ロータリー第2510地区地区

大会のアーカイブ動画が公開されております。当日視

聴できなかった方もぜひご視聴ください。 

 ・メインチャンネル 

https://www.youtube.com/

watch?v=D8n_mp6vp9g 

 

 ・サブチャンネル 

西方 洋昭 地区 RYLA委員長(岩見沢 RC)と、 

玉井 清治 地区職業奉仕委員長(函館亀田 RC)が 

当日実況・解説を行ったサブチャンネルも人気でした。 

https://youtu.be/

ae5wz0k3BKE  

 

 

●札幌手稲 RC よりビジターフィ変更についてお知らせ

が届いております。 

 2021 年 6 月より、現行 2,700 円のところ 3,000

円へ変更となります。 

 

●2022-2023年度 国際ロータリー第 2510地区財

団奨学生を募集しております 

  奨学金種類 地区補助金奨学金 US＄10,000程度 

           グローバル奨学金 US$30,000程度 

応 募 資 格 RI第2510地区に移住・勤務・通学して 

いるか本籍があり、日本国籍あるいは永

住権があること。 

なお、ロータリークラブ会員の親族およ

び関係者および、既に留学を開始してい

る方は応募できません。 

応 募 期 間 2021年 7月 10日～2021年 11月 10日  

  資 料 請 求 http://rid2510.org/ 

サイト内「奨学金委員会」よりダウンロー

ドしてください。 

出 発 時 期 2022年 7月 1日～2023年 6月 30日  

  お問 合 せ RI第 2510地区ガバナー事務所 

           2510scholar@gmail.com 

 

●2022-2023 年度 青少年交換派遣学生を募集して

おります。 

  派 遣 期 間 2022年夏ごろからの 1年間 

(11か月以上 1年未満) 

  派遣予定国 アメリカ、オーストラリア、フィンランド他 

  応 募 資 格 2022年 1月現在 15歳以上 19歳未 

満で、中程度以上の学業成績があり、ロ

ータリーの親善大使として積極的な態

度をもつ青少年。ロータリー会員の子女

であると否とは問いませんが保護者と

在籍学校および推薦ロータリークラブの

全面支援を必要とします 

  自己負担費用 往復の旅費、保険、学生ビザ申請費用、 

           出発準備費用等 

  一般１次募集締め切り  2021年９月１１日 

  一般選考会 2021年 9月下旬を予定しています 

  選 考 方 法 面接、英語リスニング、小論文 

  お問 合 せ RI第 2510地区ガバナー事務所 

           TEL(011)207-2510 

           青少年交換委員会委員長 

西村 英晃(090-5072-9985) 


