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第1324回例会

2021年11月8日（月） 雨

P.M.6:00

No.9

会員出席 107
（94）
名中63名 出席率67.02％
ゲ ス ト 米山奨学生 崔 蕾様

南山寮より 北村 清美様 木村 瑠菜様 川邊 葵様

川邊 桃様 赤星 拓真様 石川 貴也様 土屋 翔様

◆ロータリーソング「それでこそロータリー」
◆会長挨拶
（会長 羽田野 道明君）
皆さまこんばんは。先週土、日
曜に地区大会がありました。栄
RCからも沢山の方に出席頂き、
大変ありがとうございました。
今
週の土曜には例年参加している
チャリティーランに3チームが参
加します。
米山奨学生の崔蕾さんも栄RCチームメン
バーとして走って頂きますが、
皆さんの顔を覚えた
いという崔蕾さんの意向で本日受付にも立って頂き
ました。
本当に頭の下がる思いです。
ありがとうござ
います。
後程メンバーの方々を紹介させて頂きます
が、
無理のない範囲で、
頑張って走って頂きたいと思
います。
本日は古川枝里子さんをお招きして卓話を
頂きますが、
私の妻の父は生涯NHKに勤めておりま
した。
1953年にテレビ放送が開始されましたが、
義
父がNHKに入社した当時はまだラジオ中心で、
ラジ
オの仕事を希望し、
従事した訳です。
が、
時代が移り
変わってテレビが主役になり、
ラジオは脇役となっ
て出世の道から少し外れるという、
熟知足る思いが
あったように感じます。
時代の中ではそのような事
が常に起こります。
2007年、
実質的には2011年にア
ナログ放送が廃止になりました。
その頃は地デジ用
の設備や装置に非常にお金がかかるため、
地方の弱
小の放送局は無くなってしまうのではないかと言わ
れていました。
実際には現在CM等もSNSで流れるよ
うになってきて、
これからも時代の流れの中で大き

◆卓話
紹介者 羽田野 道明君 : 私の会社の50周年セレモ
ニーをした際に、
オープニングのデモテープをCBC
さんに作って頂きました。
そんなご縁で今回卓話を
お願いさせて頂きました。
気象予報士としての見識
もお持ちで、何より2人のお子さまを育てながら過
酷な職場の中で活躍されています。
様々なお話をお
聞きできると思いますので宜しくお願いします。
「ゴゴスマ全国進出への道」
CBCアナウンサー(気象予報士) 古川 枝里子様
CBCテレビのアナウンサーを
している古川枝里子です。
皆様の
前でお話させて頂くのは大変恐
縮ですが、
挑戦という形で引き受
けさせて頂きました。
本日はどう
ぞ宜しくお願い致します。
CBCテレビは以前、
中部日本放送と名乗っていま
した。
私は埼玉出身で、
2007年に中部日本放送へア
ナウンサーとして入社、
その後CBCテレビ、
CBCラジ
オと細かく分かれた訳ですが、
アナウンサーはラジ
オもテレビも両方担当する事になっています。
入社
後、
CBCラジオを担当していました。
「多田しげおの
朝からP・O・N」
という6:30〜9:00までの放送を通勤
時に聞いて頂いている方も多いかと思います。レ
ジェンドのアナウンサー、
多田しげおさんから放送
のいろはを一から教えて頂き、2013年に14:00〜
16:00までのゴゴスマという生放送を立ち上げる事
になりました。
そこからはテレビを主に担当してい
ます。
現在担当しているのがゴゴスマ、
夕方のニュー
ス番組
「チャント！」
のキャスターとして、
それから
CBCで一番歴史のある
「キューピー3分クッキング」
を収録番組として担当しています。
また2019年に気
象予報士の資格を取り、
土曜に放送している
「花咲か
タイムズ」
という番組の中でお天気コーナーも担当
しています。
2017年と2019年に男の子を一人ずつ
産んだ2児の母です。
上の息子が5歳になるので、
今
日実は七五三のお参りをしてきました。
仕事を終え
て、
自転車を飛ばして幼稚園、
保育園へ迎えに行き、
食事の支度をしてお風呂に入れて読み聞かせをし、
寝かせる。
そこで私の体力も限界でバタンキューと
いう感じで夫の帰りを待つことなく寝て朝を迎え
る、
という毎日を送っております。
本日は主にゴゴスマについてお話しようと思いま
す。
平日の14:00〜16:00、
多くの方がお仕事の真最
中でテレビを観る事が出来ない状況だと思います
が、石井亮次アナウンサーがMCでお送りしている
番組です。
2013年に始まりましたが、
元々その時間
帯は多くの放送局がドラマの再放送をお送りしてい
ました。
唯一ミヤネ屋さんだけが生放送で枠を開い
ている状況で、
半年持つかどうかと言われていまし

り特に関東の視聴率が伸びてきました。
その後小池
百合子さんが自民党を離党して女性初の都知事とな
り、
就任後は盛土問題が出て築地市場はどうなるの
か等、
どんどんネタが出てきました。
名古屋にいなが
ら東京都政の事を調べられるだけ調べ尽くして、
政
治の分野に足を踏み入れた展開となりました。
ゴゴ
スマは元々主婦向けの生活情報番組だったので、
生
活情報部という部署が作っていて報道部ではないの
です。
今となっては、
ゴゴスマが色々な方に知って頂
けるきっかけになったのは難しい事を難しい顔で言
わない。
難しい話は専門家に話を聴いて、
出来る限り
かみ砕いて、
分かりやすく、
面白くという新たな価値
を作っていく。
それはある意味昼の時間帯に家にい
る方にとって、
ちょうど良い、
聴きやすい、
分かりや
すい情報になっていったのだと思います。
ゴゴスマ
はワイドショー的なところもあるので、
生活情報を
生業にしていたスタッフが50人位で精一杯の力で
作っている番組なのです。
メインMCの石井亮次さんは全国的人気を博しま
した。
現在ゴゴスマは40の都道府県で放送されてい
ますが、全国で知られる顔になり、フリーに転身さ
れ、
ゲストとして
「ホンマでっか!?TV」
や
「ワイドナ
ショー」
等にも出演するようになりました。
ゴゴスマ
がここまで人気になったのは、
関東や関西で放送さ
れるという数奇な運命を辿った事もありますが、
石
井さんの力も大きいと思います。
気さくで面白い人
柄を視聴者の皆さんに認められている事ももちろん
ですが、
石井さんはスタッフが神輿を担ぎたくなる
人なのです。
全国的に顔が売れる前から常々目の前
の人を楽しませる事に全力で、
ディレクターやプロ
デューサー、
10代20代の若い子にも必ず一人ひとり
に
「おはよう」
「おつかれさま」
と声を掛け、
その人を
笑わせてやろうという精神の持ち主です。
仕事に真
◆ニコボックス

古川枝里子様、卓話、宜しくお願いします。今週土
曜日のチャリティーランで走って頂く走者の皆様、
あ
りがとうございます。
羽田野道明君
古川枝里子様、卓話、宜しくお願いします。
梅村
成君
本日はチャリティーラン壮行会です。宜しくお願いし
ます。
丹羽
健君
お久しぶりです。
森下 幹人君
結婚記念日のお花、
ありがとうございました。50年で
す。
川北 幸彌君
結婚記念日のお花、
ありがとうございました。52回目
です。
福本 豊彦君
結婚記念日のお花、
ありがとうございました。
上坂 寛文君
長瀬
諭君
細井 土夫君
青木
宏君
元気です。
吉田 弘幸君

く変化するのではないかという気がします。
たえず
周りを見ていても、
ターニングポイントは後で振り
返って気付くものだと思いますが、
今後も注意深く
世の中を見ていきたいと思っています。
本日も最後
までお付き合い宜しくお願いします。
◆幹事報告
（幹事 梅村 成君）
①東日本大震災の孤児奨学金
「ロータリー希望の風
奨学金」
へ1,000円/1人の寄付をお願いします。
②(1)12月月間スケジュール (2)12/13第1回親睦例会
(クリスマス会)のご案内…締切11/15 (3)1/11第2
回親睦例会(新年会)のご案内…締切11/15 (4)
2022-23年度地区委員会出向についてのお伺い…
締切11/19 以上4点をお配りしましたのでご確
認ください。
◆チャリティーラン壮行会（青少年奉仕委員長 丹羽 健君）
11/13(土)開催の
「チャリティーラン」
に、
今年も栄
RCメンバー、
児童養護施設
「南山寮」
「
、名広愛児園」
の子ども達で3チームを結成して参加致します。ど
のチームも栄RCの代表として走りますので、
皆様も
当日はご家族、
友人とお誘いあわせの上、
応援参加宜
しくお願い致します。

例会のお知らせ

■11月22日 : 祝日週休会
■第1326回（11月29日）
例会のお知らせ
卓話 :「仏の教えに学ぶ不安との向き合い方」
徳風山有隣寺 住職・徳風幼児園 園長（名古屋名北RC）
祖父江 佳乃様

た。
生放送は人手もいるしお金もかかる。
ドラマの再
放送はお金がかからないのに視聴率がそこそこ取れ
るのです。
では、
なぜわざわざ生放送で開いたかと言
うと、
F1、
F2層を取るためでした。
TV業界では20歳
〜34歳までの女性の事をF1、
35歳〜50歳までの女
性をF2、
男性はFがMに代わり、
10代はティーン層と
呼びます。
CBCは歴史のある放送局で、
50歳以上の
方には親しみを持って見て頂ける番組が多かったの
ですが、
当時若者世代に見て頂ける番組がなかなか
ありませんでした。
特に旬の情報に敏感で、
購買意欲
の高いF1層にこそ見てもらえる番組がほしいとい
う理由があったので、ドラマの再放送を捨てて2時
間の生放送をお送りし、
お子さんが帰ってくるまで
の時間に主婦の方々に見て頂ける番組を作ろうとい
うのが最初のテーマでした。
「餃子の包み方」
とか
「年
末年始の大掃除、
手を抜くための10の方法」
、
デパー
トの物産展中継や最新のお出かけ情報等、
とにかく
アンテナの高い女性たちに受け入れてもらえるよう
な内容で、
お笑い芸人の方やタレントの方と一緒に
楽しい放送を心掛けていました。
2015年、
ようやく視聴率が安定して名古屋で石井
さんがゴゴスマの顔として定着しつつあるかなとい
う矢先に、
TBSさんから連絡が入りました。
「ゴゴス
マを関東でも放送しませんか？」
という打診でした。
放送業界では東京の放送局はキー局と呼ばれ、
大阪
の放送局は準キー局、
それ以外の地方局がたくさん
存在します。
名古屋で作っている生放送が関東で放
送されるのは当時考えられない事で、
非常に驚きで
した。
当時、
朝から夕方のニュース番組まで唯一日テ
レだけが生放送、
それがゴールデンタイムも日テレ
を見続けるという強さの秘訣に繋がっていました。
他の民放は夕方のニュース番組の手前がドラマの再
放送で、
生放送は2時間程途切れています。
TBSはそ
こがネックになっているのではないかという事で、
ゴゴスマに白羽の矢が立ったのです。
我々としては
非常に名誉な事だったので飛びついた訳ですが、
ミ
ヤネ屋さんが視聴率10％を取っているところ1％も
取れないような状況でした。
1番悲しかったのは、
E
テレが当時放送していたロシア語講座にも負けた事
で、
日本語で放送しているのにロシア語にすら負け
てしまったと毎日毎日相当な会議を続けていまし
た。
色々試行錯誤しているうちに1年が経った頃、
救
世主が現れました。
当時の東京都知事、
舛添要一さん
が公用車で自分の別荘に夜ながら通っていたという
問題が勃発したのです。
舛添さんは話が非常に面白
く、
会見となると記者の鋭い質問にどんどん答える
訳です。
このバトルが一言で言うと面白かった。
これ
をゴゴスマで2時間やっていこうという事で、それ
までの主婦向けの情報から舛添さんの面白さに惹か
れて転換したところ、
少しずつ見て頂けるようにな

面目で厳しい部分もありますが、日々のコミュニ
ケーション能力があまりにも高いのでトラブルが全
くない。
スタッフが掴んできた情報を石井さんの采
配で使うか使わないかタイムリーに決めていく、
シ
ビアな判断をされて使われなかったスタッフも
「次
は石井さんに認められるようなネタを作るぞ」
と意
気に感じるような、
そんな方です。
私も2013年から
ご一緒して8年になりますが、石井さんはやはりす
ごいと思う事が多々あります。
そんな石井さんが番
組を引っ張っているからこそ、
多くの方に受け入れ
られて現在の状況があるという実感があります。
気象予報士の資格を取ったのは2019年です。
2018年に西日本豪雨があり岡山県真備町で50名程
の方が亡くなられました。
そこにゴゴスマの取材や
中継で何度か足を運びました。
家が壊滅状態の方や
住むところがない方々のお話を聞いて、
特に目の前
でご主人が水に流されていなくなってしまい1週間
後に棺の上で会ったという話を聞いた時はかける言
葉が見つかりませんでした。
やはり災害は恐ろしい
という事と、
アナウンサーとして何が出来たのか、
取
材してみて無力だった自分に落ち込んで名古屋に
帰って来ました。
災害後では話を聞く事は出来ても
声で発する事が出来ない。
災害が起こる前に放送上
で声掛けする事が一番大事だったのではないかと思
い、
そこから育児をしながら合間に勉強をして気象
予報士の資格を取って今に至ります。
日頃何もない
時はお天気情報も生活に密着したものが多く、
身近
に感じて頂けていれば嬉しいと思いますが、
万が一
の事があった場合にはぜひ最悪の事態を想定して行
動を取って頂けたらと思います。避難勧告がなく
なって、
今は避難指示に一本化されましたが、
それで
もまだ自分だけは大丈夫と思ってしまう。
取材時に
も何か起こるまで気付けなかったと多くの方が後悔
されていました。
避難先で何もなければそこで安心
して頂ければ良いと思うのです。
万が一の時には気
象情報を最悪の時にはどうすれば良いのかという危
機感を持って聞いて頂ければと思います。
本日は若
輩者のお話を聞いて頂きありがとうございました。
今後ともCBCテレビ、
CBCラジオをどうぞ宜しくお
願い致します。
◆謝辞
（会長 羽田野 道明君）
大変楽しく集中してお話を聴かせて頂きました。
名古屋地元で作られた放送が全国の方に見て頂いて
いるのは誇らしいと感じています。
育児も仕事もし
ながら気象予報士の資格を取られたお話がありまし
たが、
何かやらなくてはいけないと思いつつ日常で
それをやるのがなかなか難しいですが、
私達もまだ
まだ可能性がありますのでチャレンジしていきたい
なという印象を持ちました。
お忙しい中ありがとう
ございました。
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CBCテレビのアナウンサーを
している古川枝里子です。
皆様の
前でお話させて頂くのは大変恐
縮ですが、
挑戦という形で引き受
けさせて頂きました。
本日はどう
ぞ宜しくお願い致します。
CBCテレビは以前、
中部日本放送と名乗っていま
した。
私は埼玉出身で、
2007年に中部日本放送へア
ナウンサーとして入社、
その後CBCテレビ、
CBCラジ
オと細かく分かれた訳ですが、
アナウンサーはラジ
オもテレビも両方担当する事になっています。
入社
後、
CBCラジオを担当していました。
「多田しげおの
朝からP・O・N」
という6:30〜9:00までの放送を通勤
時に聞いて頂いている方も多いかと思います。レ
ジェンドのアナウンサー、
多田しげおさんから放送
のいろはを一から教えて頂き、2013年に14:00〜
16:00までのゴゴスマという生放送を立ち上げる事
になりました。
そこからはテレビを主に担当してい
ます。
現在担当しているのがゴゴスマ、
夕方のニュー
ス番組
「チャント！」
のキャスターとして、
それから
CBCで一番歴史のある
「キューピー3分クッキング」
を収録番組として担当しています。
また2019年に気
象予報士の資格を取り、
土曜に放送している
「花咲か
タイムズ」
という番組の中でお天気コーナーも担当
しています。
2017年と2019年に男の子を一人ずつ
産んだ2児の母です。
上の息子が5歳になるので、
今
日実は七五三のお参りをしてきました。
仕事を終え
て、
自転車を飛ばして幼稚園、
保育園へ迎えに行き、
食事の支度をしてお風呂に入れて読み聞かせをし、
寝かせる。
そこで私の体力も限界でバタンキューと
いう感じで夫の帰りを待つことなく寝て朝を迎え
る、
という毎日を送っております。
本日は主にゴゴスマについてお話しようと思いま
す。
平日の14:00〜16:00、
多くの方がお仕事の真最
中でテレビを観る事が出来ない状況だと思います
が、石井亮次アナウンサーがMCでお送りしている
番組です。
2013年に始まりましたが、
元々その時間
帯は多くの放送局がドラマの再放送をお送りしてい
ました。
唯一ミヤネ屋さんだけが生放送で枠を開い
ている状況で、
半年持つかどうかと言われていまし

り特に関東の視聴率が伸びてきました。
その後小池
百合子さんが自民党を離党して女性初の都知事とな
り、
就任後は盛土問題が出て築地市場はどうなるの
か等、
どんどんネタが出てきました。
名古屋にいなが
ら東京都政の事を調べられるだけ調べ尽くして、
政
治の分野に足を踏み入れた展開となりました。
ゴゴ
スマは元々主婦向けの生活情報番組だったので、
生
活情報部という部署が作っていて報道部ではないの
です。
今となっては、
ゴゴスマが色々な方に知って頂
けるきっかけになったのは難しい事を難しい顔で言
わない。
難しい話は専門家に話を聴いて、
出来る限り
かみ砕いて、
分かりやすく、
面白くという新たな価値
を作っていく。
それはある意味昼の時間帯に家にい
る方にとって、
ちょうど良い、
聴きやすい、
分かりや
すい情報になっていったのだと思います。
ゴゴスマ
はワイドショー的なところもあるので、
生活情報を
生業にしていたスタッフが50人位で精一杯の力で
作っている番組なのです。
メインMCの石井亮次さんは全国的人気を博しま
した。
現在ゴゴスマは40の都道府県で放送されてい
ますが、全国で知られる顔になり、フリーに転身さ
れ、
ゲストとして
「ホンマでっか!?TV」
や
「ワイドナ
ショー」
等にも出演するようになりました。
ゴゴスマ
がここまで人気になったのは、
関東や関西で放送さ
れるという数奇な運命を辿った事もありますが、
石
井さんの力も大きいと思います。
気さくで面白い人
柄を視聴者の皆さんに認められている事ももちろん
ですが、
石井さんはスタッフが神輿を担ぎたくなる
人なのです。
全国的に顔が売れる前から常々目の前
の人を楽しませる事に全力で、
ディレクターやプロ
デューサー、
10代20代の若い子にも必ず一人ひとり
に
「おはよう」
「おつかれさま」
と声を掛け、
その人を
笑わせてやろうという精神の持ち主です。
仕事に真
◆ニコボックス

古川枝里子様、卓話、宜しくお願いします。今週土
曜日のチャリティーランで走って頂く走者の皆様、
あ
りがとうございます。
羽田野道明君
古川枝里子様、卓話、宜しくお願いします。
梅村
成君
本日はチャリティーラン壮行会です。宜しくお願いし
ます。
丹羽
健君
お久しぶりです。
森下 幹人君
結婚記念日のお花、
ありがとうございました。50年で
す。
川北 幸彌君
結婚記念日のお花、
ありがとうございました。52回目
です。
福本 豊彦君
結婚記念日のお花、
ありがとうございました。
上坂 寛文君
長瀬
諭君
細井 土夫君
青木
宏君
元気です。
吉田 弘幸君

く変化するのではないかという気がします。
たえず
周りを見ていても、
ターニングポイントは後で振り
返って気付くものだと思いますが、
今後も注意深く
世の中を見ていきたいと思っています。
本日も最後
までお付き合い宜しくお願いします。
◆幹事報告
（幹事 梅村 成君）
①東日本大震災の孤児奨学金
「ロータリー希望の風
奨学金」
へ1,000円/1人の寄付をお願いします。
②(1)12月月間スケジュール (2)12/13第1回親睦例会
(クリスマス会)のご案内…締切11/15 (3)1/11第2
回親睦例会(新年会)のご案内…締切11/15 (4)
2022-23年度地区委員会出向についてのお伺い…
締切11/19 以上4点をお配りしましたのでご確
認ください。
◆チャリティーラン壮行会（青少年奉仕委員長 丹羽 健君）
11/13(土)開催の
「チャリティーラン」
に、
今年も栄
RCメンバー、
児童養護施設
「南山寮」
「
、名広愛児園」
の子ども達で3チームを結成して参加致します。ど
のチームも栄RCの代表として走りますので、
皆様も
当日はご家族、
友人とお誘いあわせの上、
応援参加宜
しくお願い致します。

例会のお知らせ

■11月22日 : 祝日週休会
■第1326回（11月29日）
例会のお知らせ
卓話 :「仏の教えに学ぶ不安との向き合い方」
徳風山有隣寺 住職・徳風幼児園 園長（名古屋名北RC）
祖父江 佳乃様

た。
生放送は人手もいるしお金もかかる。
ドラマの再
放送はお金がかからないのに視聴率がそこそこ取れ
るのです。
では、
なぜわざわざ生放送で開いたかと言
うと、
F1、
F2層を取るためでした。
TV業界では20歳
〜34歳までの女性の事をF1、
35歳〜50歳までの女
性をF2、
男性はFがMに代わり、
10代はティーン層と
呼びます。
CBCは歴史のある放送局で、
50歳以上の
方には親しみを持って見て頂ける番組が多かったの
ですが、
当時若者世代に見て頂ける番組がなかなか
ありませんでした。
特に旬の情報に敏感で、
購買意欲
の高いF1層にこそ見てもらえる番組がほしいとい
う理由があったので、ドラマの再放送を捨てて2時
間の生放送をお送りし、
お子さんが帰ってくるまで
の時間に主婦の方々に見て頂ける番組を作ろうとい
うのが最初のテーマでした。
「餃子の包み方」
とか
「年
末年始の大掃除、
手を抜くための10の方法」
、
デパー
トの物産展中継や最新のお出かけ情報等、
とにかく
アンテナの高い女性たちに受け入れてもらえるよう
な内容で、
お笑い芸人の方やタレントの方と一緒に
楽しい放送を心掛けていました。
2015年、
ようやく視聴率が安定して名古屋で石井
さんがゴゴスマの顔として定着しつつあるかなとい
う矢先に、
TBSさんから連絡が入りました。
「ゴゴス
マを関東でも放送しませんか？」
という打診でした。
放送業界では東京の放送局はキー局と呼ばれ、
大阪
の放送局は準キー局、
それ以外の地方局がたくさん
存在します。
名古屋で作っている生放送が関東で放
送されるのは当時考えられない事で、
非常に驚きで
した。
当時、
朝から夕方のニュース番組まで唯一日テ
レだけが生放送、
それがゴールデンタイムも日テレ
を見続けるという強さの秘訣に繋がっていました。
他の民放は夕方のニュース番組の手前がドラマの再
放送で、
生放送は2時間程途切れています。
TBSはそ
こがネックになっているのではないかという事で、
ゴゴスマに白羽の矢が立ったのです。
我々としては
非常に名誉な事だったので飛びついた訳ですが、
ミ
ヤネ屋さんが視聴率10％を取っているところ1％も
取れないような状況でした。
1番悲しかったのは、
E
テレが当時放送していたロシア語講座にも負けた事
で、
日本語で放送しているのにロシア語にすら負け
てしまったと毎日毎日相当な会議を続けていまし
た。
色々試行錯誤しているうちに1年が経った頃、
救
世主が現れました。
当時の東京都知事、
舛添要一さん
が公用車で自分の別荘に夜ながら通っていたという
問題が勃発したのです。
舛添さんは話が非常に面白
く、
会見となると記者の鋭い質問にどんどん答える
訳です。
このバトルが一言で言うと面白かった。
これ
をゴゴスマで2時間やっていこうという事で、それ
までの主婦向けの情報から舛添さんの面白さに惹か
れて転換したところ、
少しずつ見て頂けるようにな

面目で厳しい部分もありますが、日々のコミュニ
ケーション能力があまりにも高いのでトラブルが全
くない。
スタッフが掴んできた情報を石井さんの采
配で使うか使わないかタイムリーに決めていく、
シ
ビアな判断をされて使われなかったスタッフも
「次
は石井さんに認められるようなネタを作るぞ」
と意
気に感じるような、
そんな方です。
私も2013年から
ご一緒して8年になりますが、石井さんはやはりす
ごいと思う事が多々あります。
そんな石井さんが番
組を引っ張っているからこそ、
多くの方に受け入れ
られて現在の状況があるという実感があります。
気象予報士の資格を取ったのは2019年です。
2018年に西日本豪雨があり岡山県真備町で50名程
の方が亡くなられました。
そこにゴゴスマの取材や
中継で何度か足を運びました。
家が壊滅状態の方や
住むところがない方々のお話を聞いて、
特に目の前
でご主人が水に流されていなくなってしまい1週間
後に棺の上で会ったという話を聞いた時はかける言
葉が見つかりませんでした。
やはり災害は恐ろしい
という事と、
アナウンサーとして何が出来たのか、
取
材してみて無力だった自分に落ち込んで名古屋に
帰って来ました。
災害後では話を聞く事は出来ても
声で発する事が出来ない。
災害が起こる前に放送上
で声掛けする事が一番大事だったのではないかと思
い、
そこから育児をしながら合間に勉強をして気象
予報士の資格を取って今に至ります。
日頃何もない
時はお天気情報も生活に密着したものが多く、
身近
に感じて頂けていれば嬉しいと思いますが、
万が一
の事があった場合にはぜひ最悪の事態を想定して行
動を取って頂けたらと思います。避難勧告がなく
なって、
今は避難指示に一本化されましたが、
それで
もまだ自分だけは大丈夫と思ってしまう。
取材時に
も何か起こるまで気付けなかったと多くの方が後悔
されていました。
避難先で何もなければそこで安心
して頂ければ良いと思うのです。
万が一の時には気
象情報を最悪の時にはどうすれば良いのかという危
機感を持って聞いて頂ければと思います。
本日は若
輩者のお話を聞いて頂きありがとうございました。
今後ともCBCテレビ、
CBCラジオをどうぞ宜しくお
願い致します。
◆謝辞
（会長 羽田野 道明君）
大変楽しく集中してお話を聴かせて頂きました。
名古屋地元で作られた放送が全国の方に見て頂いて
いるのは誇らしいと感じています。
育児も仕事もし
ながら気象予報士の資格を取られたお話がありまし
たが、
何かやらなくてはいけないと思いつつ日常で
それをやるのがなかなか難しいですが、
私達もまだ
まだ可能性がありますのでチャレンジしていきたい
なという印象を持ちました。
お忙しい中ありがとう
ございました。
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会員出席 107
（94）
名中63名 出席率67.02％
ゲ ス ト 米山奨学生 崔 蕾様

南山寮より 北村 清美様 木村 瑠菜様 川邊 葵様

川邊 桃様 赤星 拓真様 石川 貴也様 土屋 翔様

◆ロータリーソング「それでこそロータリー」
◆会長挨拶
（会長 羽田野 道明君）
皆さまこんばんは。先週土、日
曜に地区大会がありました。栄
RCからも沢山の方に出席頂き、
大変ありがとうございました。
今
週の土曜には例年参加している
チャリティーランに3チームが参
加します。
米山奨学生の崔蕾さんも栄RCチームメン
バーとして走って頂きますが、
皆さんの顔を覚えた
いという崔蕾さんの意向で本日受付にも立って頂き
ました。
本当に頭の下がる思いです。
ありがとうござ
います。
後程メンバーの方々を紹介させて頂きます
が、
無理のない範囲で、
頑張って走って頂きたいと思
います。
本日は古川枝里子さんをお招きして卓話を
頂きますが、
私の妻の父は生涯NHKに勤めておりま
した。
1953年にテレビ放送が開始されましたが、
義
父がNHKに入社した当時はまだラジオ中心で、
ラジ
オの仕事を希望し、
従事した訳です。
が、
時代が移り
変わってテレビが主役になり、
ラジオは脇役となっ
て出世の道から少し外れるという、
熟知足る思いが
あったように感じます。
時代の中ではそのような事
が常に起こります。
2007年、
実質的には2011年にア
ナログ放送が廃止になりました。
その頃は地デジ用
の設備や装置に非常にお金がかかるため、
地方の弱
小の放送局は無くなってしまうのではないかと言わ
れていました。
実際には現在CM等もSNSで流れるよ
うになってきて、
これからも時代の流れの中で大き

◆卓話
紹介者 羽田野 道明君 : 私の会社の50周年セレモ
ニーをした際に、
オープニングのデモテープをCBC
さんに作って頂きました。
そんなご縁で今回卓話を
お願いさせて頂きました。
気象予報士としての見識
もお持ちで、何より2人のお子さまを育てながら過
酷な職場の中で活躍されています。
様々なお話をお
聞きできると思いますので宜しくお願いします。
「ゴゴスマ全国進出への道」
CBCアナウンサー(気象予報士) 古川 枝里子様
CBCテレビのアナウンサーを
している古川枝里子です。
皆様の
前でお話させて頂くのは大変恐
縮ですが、
挑戦という形で引き受
けさせて頂きました。
本日はどう
ぞ宜しくお願い致します。
CBCテレビは以前、
中部日本放送と名乗っていま
した。
私は埼玉出身で、
2007年に中部日本放送へア
ナウンサーとして入社、
その後CBCテレビ、
CBCラジ
オと細かく分かれた訳ですが、
アナウンサーはラジ
オもテレビも両方担当する事になっています。
入社
後、
CBCラジオを担当していました。
「多田しげおの
朝からP・O・N」
という6:30〜9:00までの放送を通勤
時に聞いて頂いている方も多いかと思います。レ
ジェンドのアナウンサー、
多田しげおさんから放送
のいろはを一から教えて頂き、2013年に14:00〜
16:00までのゴゴスマという生放送を立ち上げる事
になりました。
そこからはテレビを主に担当してい
ます。
現在担当しているのがゴゴスマ、
夕方のニュー
ス番組
「チャント！」
のキャスターとして、
それから
CBCで一番歴史のある
「キューピー3分クッキング」
を収録番組として担当しています。
また2019年に気
象予報士の資格を取り、
土曜に放送している
「花咲か
タイムズ」
という番組の中でお天気コーナーも担当
しています。
2017年と2019年に男の子を一人ずつ
産んだ2児の母です。
上の息子が5歳になるので、
今
日実は七五三のお参りをしてきました。
仕事を終え
て、
自転車を飛ばして幼稚園、
保育園へ迎えに行き、
食事の支度をしてお風呂に入れて読み聞かせをし、
寝かせる。
そこで私の体力も限界でバタンキューと
いう感じで夫の帰りを待つことなく寝て朝を迎え
る、
という毎日を送っております。
本日は主にゴゴスマについてお話しようと思いま
す。
平日の14:00〜16:00、
多くの方がお仕事の真最
中でテレビを観る事が出来ない状況だと思います
が、石井亮次アナウンサーがMCでお送りしている
番組です。
2013年に始まりましたが、
元々その時間
帯は多くの放送局がドラマの再放送をお送りしてい
ました。
唯一ミヤネ屋さんだけが生放送で枠を開い
ている状況で、
半年持つかどうかと言われていまし

り特に関東の視聴率が伸びてきました。
その後小池
百合子さんが自民党を離党して女性初の都知事とな
り、
就任後は盛土問題が出て築地市場はどうなるの
か等、
どんどんネタが出てきました。
名古屋にいなが
ら東京都政の事を調べられるだけ調べ尽くして、
政
治の分野に足を踏み入れた展開となりました。
ゴゴ
スマは元々主婦向けの生活情報番組だったので、
生
活情報部という部署が作っていて報道部ではないの
です。
今となっては、
ゴゴスマが色々な方に知って頂
けるきっかけになったのは難しい事を難しい顔で言
わない。
難しい話は専門家に話を聴いて、
出来る限り
かみ砕いて、
分かりやすく、
面白くという新たな価値
を作っていく。
それはある意味昼の時間帯に家にい
る方にとって、
ちょうど良い、
聴きやすい、
分かりや
すい情報になっていったのだと思います。
ゴゴスマ
はワイドショー的なところもあるので、
生活情報を
生業にしていたスタッフが50人位で精一杯の力で
作っている番組なのです。
メインMCの石井亮次さんは全国的人気を博しま
した。
現在ゴゴスマは40の都道府県で放送されてい
ますが、全国で知られる顔になり、フリーに転身さ
れ、
ゲストとして
「ホンマでっか!?TV」
や
「ワイドナ
ショー」
等にも出演するようになりました。
ゴゴスマ
がここまで人気になったのは、
関東や関西で放送さ
れるという数奇な運命を辿った事もありますが、
石
井さんの力も大きいと思います。
気さくで面白い人
柄を視聴者の皆さんに認められている事ももちろん
ですが、
石井さんはスタッフが神輿を担ぎたくなる
人なのです。
全国的に顔が売れる前から常々目の前
の人を楽しませる事に全力で、
ディレクターやプロ
デューサー、
10代20代の若い子にも必ず一人ひとり
に
「おはよう」
「おつかれさま」
と声を掛け、
その人を
笑わせてやろうという精神の持ち主です。
仕事に真
◆ニコボックス

古川枝里子様、卓話、宜しくお願いします。今週土
曜日のチャリティーランで走って頂く走者の皆様、
あ
りがとうございます。
羽田野道明君
古川枝里子様、卓話、宜しくお願いします。
梅村
成君
本日はチャリティーラン壮行会です。宜しくお願いし
ます。
丹羽
健君
お久しぶりです。
森下 幹人君
結婚記念日のお花、
ありがとうございました。50年で
す。
川北 幸彌君
結婚記念日のお花、
ありがとうございました。52回目
です。
福本 豊彦君
結婚記念日のお花、
ありがとうございました。
上坂 寛文君
長瀬
諭君
細井 土夫君
青木
宏君
元気です。
吉田 弘幸君

く変化するのではないかという気がします。
たえず
周りを見ていても、
ターニングポイントは後で振り
返って気付くものだと思いますが、
今後も注意深く
世の中を見ていきたいと思っています。
本日も最後
までお付き合い宜しくお願いします。
◆幹事報告
（幹事 梅村 成君）
①東日本大震災の孤児奨学金
「ロータリー希望の風
奨学金」
へ1,000円/1人の寄付をお願いします。
②(1)12月月間スケジュール (2)12/13第1回親睦例会
(クリスマス会)のご案内…締切11/15 (3)1/11第2
回親睦例会(新年会)のご案内…締切11/15 (4)
2022-23年度地区委員会出向についてのお伺い…
締切11/19 以上4点をお配りしましたのでご確
認ください。
◆チャリティーラン壮行会（青少年奉仕委員長 丹羽 健君）
11/13(土)開催の
「チャリティーラン」
に、
今年も栄
RCメンバー、
児童養護施設
「南山寮」
「
、名広愛児園」
の子ども達で3チームを結成して参加致します。ど
のチームも栄RCの代表として走りますので、
皆様も
当日はご家族、
友人とお誘いあわせの上、
応援参加宜
しくお願い致します。

例会のお知らせ

■11月22日 : 祝日週休会
■第1326回（11月29日）
例会のお知らせ
卓話 :「仏の教えに学ぶ不安との向き合い方」
徳風山有隣寺 住職・徳風幼児園 園長（名古屋名北RC）
祖父江 佳乃様

た。
生放送は人手もいるしお金もかかる。
ドラマの再
放送はお金がかからないのに視聴率がそこそこ取れ
るのです。
では、
なぜわざわざ生放送で開いたかと言
うと、
F1、
F2層を取るためでした。
TV業界では20歳
〜34歳までの女性の事をF1、
35歳〜50歳までの女
性をF2、
男性はFがMに代わり、
10代はティーン層と
呼びます。
CBCは歴史のある放送局で、
50歳以上の
方には親しみを持って見て頂ける番組が多かったの
ですが、
当時若者世代に見て頂ける番組がなかなか
ありませんでした。
特に旬の情報に敏感で、
購買意欲
の高いF1層にこそ見てもらえる番組がほしいとい
う理由があったので、ドラマの再放送を捨てて2時
間の生放送をお送りし、
お子さんが帰ってくるまで
の時間に主婦の方々に見て頂ける番組を作ろうとい
うのが最初のテーマでした。
「餃子の包み方」
とか
「年
末年始の大掃除、
手を抜くための10の方法」
、
デパー
トの物産展中継や最新のお出かけ情報等、
とにかく
アンテナの高い女性たちに受け入れてもらえるよう
な内容で、
お笑い芸人の方やタレントの方と一緒に
楽しい放送を心掛けていました。
2015年、
ようやく視聴率が安定して名古屋で石井
さんがゴゴスマの顔として定着しつつあるかなとい
う矢先に、
TBSさんから連絡が入りました。
「ゴゴス
マを関東でも放送しませんか？」
という打診でした。
放送業界では東京の放送局はキー局と呼ばれ、
大阪
の放送局は準キー局、
それ以外の地方局がたくさん
存在します。
名古屋で作っている生放送が関東で放
送されるのは当時考えられない事で、
非常に驚きで
した。
当時、
朝から夕方のニュース番組まで唯一日テ
レだけが生放送、
それがゴールデンタイムも日テレ
を見続けるという強さの秘訣に繋がっていました。
他の民放は夕方のニュース番組の手前がドラマの再
放送で、
生放送は2時間程途切れています。
TBSはそ
こがネックになっているのではないかという事で、
ゴゴスマに白羽の矢が立ったのです。
我々としては
非常に名誉な事だったので飛びついた訳ですが、
ミ
ヤネ屋さんが視聴率10％を取っているところ1％も
取れないような状況でした。
1番悲しかったのは、
E
テレが当時放送していたロシア語講座にも負けた事
で、
日本語で放送しているのにロシア語にすら負け
てしまったと毎日毎日相当な会議を続けていまし
た。
色々試行錯誤しているうちに1年が経った頃、
救
世主が現れました。
当時の東京都知事、
舛添要一さん
が公用車で自分の別荘に夜ながら通っていたという
問題が勃発したのです。
舛添さんは話が非常に面白
く、
会見となると記者の鋭い質問にどんどん答える
訳です。
このバトルが一言で言うと面白かった。
これ
をゴゴスマで2時間やっていこうという事で、それ
までの主婦向けの情報から舛添さんの面白さに惹か
れて転換したところ、
少しずつ見て頂けるようにな

面目で厳しい部分もありますが、日々のコミュニ
ケーション能力があまりにも高いのでトラブルが全
くない。
スタッフが掴んできた情報を石井さんの采
配で使うか使わないかタイムリーに決めていく、
シ
ビアな判断をされて使われなかったスタッフも
「次
は石井さんに認められるようなネタを作るぞ」
と意
気に感じるような、
そんな方です。
私も2013年から
ご一緒して8年になりますが、石井さんはやはりす
ごいと思う事が多々あります。
そんな石井さんが番
組を引っ張っているからこそ、
多くの方に受け入れ
られて現在の状況があるという実感があります。
気象予報士の資格を取ったのは2019年です。
2018年に西日本豪雨があり岡山県真備町で50名程
の方が亡くなられました。
そこにゴゴスマの取材や
中継で何度か足を運びました。
家が壊滅状態の方や
住むところがない方々のお話を聞いて、
特に目の前
でご主人が水に流されていなくなってしまい1週間
後に棺の上で会ったという話を聞いた時はかける言
葉が見つかりませんでした。
やはり災害は恐ろしい
という事と、
アナウンサーとして何が出来たのか、
取
材してみて無力だった自分に落ち込んで名古屋に
帰って来ました。
災害後では話を聞く事は出来ても
声で発する事が出来ない。
災害が起こる前に放送上
で声掛けする事が一番大事だったのではないかと思
い、
そこから育児をしながら合間に勉強をして気象
予報士の資格を取って今に至ります。
日頃何もない
時はお天気情報も生活に密着したものが多く、
身近
に感じて頂けていれば嬉しいと思いますが、
万が一
の事があった場合にはぜひ最悪の事態を想定して行
動を取って頂けたらと思います。避難勧告がなく
なって、
今は避難指示に一本化されましたが、
それで
もまだ自分だけは大丈夫と思ってしまう。
取材時に
も何か起こるまで気付けなかったと多くの方が後悔
されていました。
避難先で何もなければそこで安心
して頂ければ良いと思うのです。
万が一の時には気
象情報を最悪の時にはどうすれば良いのかという危
機感を持って聞いて頂ければと思います。
本日は若
輩者のお話を聞いて頂きありがとうございました。
今後ともCBCテレビ、
CBCラジオをどうぞ宜しくお
願い致します。
◆謝辞
（会長 羽田野 道明君）
大変楽しく集中してお話を聴かせて頂きました。
名古屋地元で作られた放送が全国の方に見て頂いて
いるのは誇らしいと感じています。
育児も仕事もし
ながら気象予報士の資格を取られたお話がありまし
たが、
何かやらなくてはいけないと思いつつ日常で
それをやるのがなかなか難しいですが、
私達もまだ
まだ可能性がありますのでチャレンジしていきたい
なという印象を持ちました。
お忙しい中ありがとう
ございました。

