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2014年 11月4日（火）第1226回 理事会 通常例会 於：高幡不動尊
■司 会 クラブ管理運営委員会 小島
■開会点鐘 会長 渡邉良勝
■国歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」
今月の歌「赤蜻蛉」
ソングリーダー 本田 誠会員
■ニコニコ報告 親睦委員会
ニコニコメッセージ後記
月例記念日発表
■出席報告
出席委員会
報告内容（後記）

明委員長

藤野益夫委員長

馬場弘融副委員長

■お客さま紹介 会長 渡邉良勝
別紙壮一様 東京世田谷ロータリークラブ
本日卓話お願いしています。ようこそいらっしゃいました。
■会長報告 会長 渡邉良勝
1.例会前、役員指名委員会、理事会が開かれました。内容は指
名委員長・幹事よりご案内します。
2.水野ガバナ−エレクト壮行会準備の炉辺を出席者が確定次
第12月に開催します。
3.クラブ代表者会議が12月1日ハイアットリージェンシーで開
催されます。会長出席予定ですが希望者がおられたらお願いし
ます。
4.高幡不動尊萬燈会はIMと重なります。お祝のみとします。も
みじ灯路欠席します。
5.11月3日JC主催の「ひの映像コンテスト上映会」に出席PRし
てきました。理解はされました。
6.水野会員にPHS(ポールハリスソサェティ）の認証状とバッヂ
をお 渡しします。財 団 に 寄 付 され た 朝 倉 幹 事（ベネファク
ター）、本田（3回目）早川、生沼、平吹、小島、濱田、安西、小
高、中澤、栗山、飯森、志野（PHF）記念品と感謝状を贈ります。
星野 鹿島 谷会員（PHF）の3名はお休みで後日贈ります。
■幹事報告 幹事 朝倉邦雄
1.例会前に理事会開催、協議・決議事項は以下の通りです。
a.水野GE壮行会準備炉辺は会長報告の通りです。親睦旅行・
IMの日程確認。親睦旅行・IMはブレザー・ネクタイを着用して
下さい。
b.IMの駐車券が届いてます。ご入用の方は後方の事務席にあ
ります。
2.日野市国際交流協会から交流会の案内が届いてます。
3.武蔵野ダルクから活動報告と寄付依頼が届いてます。
4.ビジネスフォーラムからご案内が届いてます。
5.地区から日程の案内が届いてます。
6.「バギオだより」「函館RCより会報」が届きましたので回覧
します。
■役員指名委員会 本田 誠委員長
次年度会長・幹事は既に選出済です。次々年度の会長馬場会
員・幹事河野会員を指名、快諾いただきました。

■IM 実行委員会 小島 明IM実行委員
案内を配ばりましたが、東京工科大会場には「八王子駅南口」
と「みなみ野駅」からバスが運行します。現地で八王子南RC
会員が案内します。車の人は駐車券が届いてます。
■卓話講師紹介
小高俊明会員
別紙さんとは地区の財団委員会でご一緒して交流を深めさせ
ていただいております。
ドラえもんは別紙さんが世に送り出したといっても過言ではあ
りません。誕生から今日までを秘話を混じえて
お話しくださいます。よろしくお願いします。
●卓話「大好きドラえもん」 別紙壮一様
私は財団ポリオプラス委員委員で次年度も継続
予定です。12月にはチャリティコンサート・来年
5月11日にはチャリティゴルフ大会を行ないま
す。ご参加下さい。RIは特別プログラムで世界
からポリオをなくす活動していますがあと一歩で
す。水野年度で「撲滅宣言」できればと思っています。ご支援
ご協力お願いします。
さて、本題のドラえもんですが、本日の話しは「のび太の結婚」
で締めます。小学校3年の時に見た総天然色の「白雪姫」を見
て、刷り込み現象で心の中に残りました。大学卒業し商社に入
りましたが、その思いが残りアニメプロダクションの募集を見
て退社し飛び込みました。以来40数年この世界に身を置く事
が出来光栄です。アニメーションとは 命を吹き込む ことでは
ないでしょうか。まんがや人物や動物、風景等を一コマ毎に撮
影したり、描いたりしたものを連写して動く映像（命を吹き込
む）にします。国民的アニメーションを担当できて光栄です。小
学校2年生の男の子の名前を、
「野比のび太」したのは、宿題を
忘れる運動も苦手で走ればいつもびりで野球をすればバンザ
イ三球三振とできの悪いまぬけな子だが、優しく思いやりのあ
る少年でのびのびと成長してほしいとの思いから付けれた名
前です。のび太の友達に、お金持ちのスネ夫（骨川スネ夫）、が
き大将ジャイアンの剛田 武、優しくて可愛い源 静香ちゃ
ん、がいます。のび太をダメ人間しないために未来から送られ
きたネコ型ロボット「ドラえもん」はポケットから不思議な道
具を取り出してのび太を救けます。藤子・F・不二雄先生のマン
ガが小学3年生に登場、人気が出て小学館の4年生、1・2・3年
生に掲載され更に6年生にも載りました。マンガに人気が出て
1973年アニメ制作会社がアニメ化しましたがヒットしなかっ
た。それで、
「ドラえもん」を送り出そうと企画、3人で資本金
500万円で会社を設立した。藤子・F・不二雄先生を尋ねマン
ガのアニメ制作をお願いしヒットさせますといって承諾を頂き
ました。6ヶ月経ち1年経2年と日が過ぎました。当時、アニメ制
作には1000万円かかる事が分かっていたが500万円では相手
にされなかった。1本の作品を作り見てもらえば会ってもくれ
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る。と思ったが1000万円かかる事が分かっていたのでTV化が
決まったら1000万円支払う事で相談すると何社かのアニメ制
作会社がただで協力してくれた。のび太は「金づち」で泳げな
い、ドラえもんに秘密兵器を出してもらって海に潜るといった
楽しい作品ができました。これをテレビ朝日に持ち込んだとこ
ろ即決で当時の編成部長が取り上げてくれた。1978年で会社
を起こしてから既に2年を超えていた。TVで1979年4月から放
映された。月〜土午後6痔50分から7時10分まで毎日放映、日
曜朝8痔から30分放送しました。4月に10％視聴率が5月に15
〜20％6月には25％超え30％のこともありました。10％を超え
ることはテレビ朝日にとって大変な出来事でした。1981年の春
休みから映画館でも350〜360万人が見ています。ドラえもん
は36年経ちました。34作目・35作目を作ります。視聴者は1億
人を突破しています。日本人誰もが見ていることになります。単
行本も発行から500万部売れ更に1300万部売れ累計では1億
冊売れています。ドラえもんグッズは日用品から文房具等が作
られ400億円売れています。ご存じですか？。ドラえもんは社
会奉仕活動もしています。「ドラえも募金」です。大きな災害が
あれば電話すると1回100円が募金になります。トルコ・台湾の
地震でも4,000万円集めて送りました。2014年まで通算で2億
数千万円集まりました。ある子はパパに小遣い1000円をもら
うと10回電話して良いかと聞いて「ドラえも募金」に電話して
います。なんて優しい子なのでしょう。201.3.11大震災では電
話を含め3月14日まで4日間で6億円、4月30日までに18億7千
万円集まりました。優しい少年・少女が世の中にいることが判
ります。
（エビローグ：編集子）のび太は静香ちゃんが大好きで
す。ドラえもんは「だいじょうぶ大人になったら静香ちゃんが結
婚してくれるよ。楽しい家庭を築くのだよ」とのび太に励まし
ます。でも強力なライバルが出てきます。出来杉英才（ひでと
し）君で走れば速く野球は満塁ホームランという欠点のない子
です。のび太が静香ちゃんをバトミントンやゲームに誘っても、
英才（ひでとし）君と約束したからと断られてしまいます。のび
太がガッカリし宿題もしないのでドラえもんが諭します。静香
ちゃんと結婚できるタイムマシンを取出し結婚式の披露宴の様
子を見せた。のび太が静香ちゃんの家に行きたいと言い出した
ので、トーメイマントを取出し大人になった静香ちゃんの家に
行きました。結婚式の前夜パパの前で静香ちゃんが「お嫁に行
くと寂しくなるでしょう、パパやママの面倒をみるからお嫁に
いかない」といい出しました。パパが「悲しくなんかないよ、静
香が生まれてきてありがとう。3時頃に生まれたんだよ天使が
眠っているようだったよ。涙が止らなかったよ。子供の時、小学
校の時思い出が一杯だから寂しい事が会っても大丈夫。のび太
と結婚しなさい。あの青年は人を不幸にして悲しむ事ができな
いいい人だよ。」と励ました。これを見たのび太は、必ず「幸せ
にする」と誓いました。これは1981年に書き下ろした「のび太
結婚式」の話です。自分がダメなことを自覚し、一歩でも半歩
でも前進した「のび太」と「ドラえもん」との成長物語・友情物
語です。私も幸せ感じます。
■謝辞謝礼
■閉会点鐘

会長
会長

渡邉良勝
渡邉良勝

ニコニコメッセージ
東京世田谷ロータリークラブ 別紙壮一様
卓話「大好きドラえもん」一生懸命話します。お聴き下
さい。
渡邉良勝さん・・別紙さん、本日卓話宜しくお願い致します。ド
ラえもんの話、孫にも聞かせたいです。
朝倉邦雄さん・・先日の競馬場例会で多少プラスになりました
ので還元致します。
水野 功さん・・別紙さん、ようこそいらっしゃいました。卓話
楽しみにしております。
黒川高徳さん・・段々冬めいた気候になってきました。別紙壮一
様本日の卓話宜しくお願いします。寺の境内も菊まつ
りでにぎわっています。菊まつりは１７日まで、もみじ
まつりは１５日から今月末までです。紅葉もお楽しみ
下さい。
栗山 博さん・・結婚記念日のお祝い、ありがとうございました。
本田 誠さん・・別紙さんの卓話を楽しみにしています。
小髙俊明さん・・別紙先生、本日はようこそお越し下さいました。
卓話、楽しみです。どうぞよろしくお願いいたします。
志野与志野さん・出る時近所の庭で目白を見かけました。めず
らしい事でした。
生沼通男さん・・星野さん叙勲まことにおめでとうございます。
境内の菊がちょうど見頃で大変きれいです。
河野和正さん・・別紙様、ようこそいらっしゃいました。本日の
卓話よろしくお願いいたします。星野様、旭日単光章
の叙勲おめでとうございます。
大塚洋晃さん・・青空の基、菊の花がみごろですね
馬場弘融さん・・星野さん叙勲おめでとうございます。
平 良信さん・・柿を持参しました。種類は季節が秋なのに ふ
ゆ です。富が有ルで富有です。縁起のいい名前ですネ
安西 清さん・・栗山さんはえらい。早朝道路の掃除をしてい
るのを見た。ちなみに馬場さんもえらい。
平吹正義さん・・長野佐久の紅葉がきれいでした。
濱田宣郎さん・・菊花展、七五三、秋日和等、好条件が重なって
お不動さんは大賑わいです。結構なことですが、車用
族にとってはどうも・・・
藤野益夫さん・・菊まつりで境内が賑わっています。別紙さん卓
話楽しみです。

ニコニコBOX
出席報告 総数
第1226回 28
第1224回

28

本日53,000円

累計616,730円

本年度目標額1,200,000円 達成率51.4％
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※今週のメークアップ なし
※先々週の後メークアップ なし

♦トピックス
1.10月30日注目の沖縄知事選告示 現職の仲井真弘多氏か新
人翁長雄志氏か基地建設が争点。
2.大相撲九州場所11月9日初日、新関脇逸ノ城の活躍が期待さ
れる。
3.10月30日大リーグ Wシリーズ ジャイアンツ優勝
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