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皆さんこんにちは。本日も、ご出席ありがとうございます。
鴻巣水曜ロータリークラブ会員増強維持委員会委員大澤二三夫様、
社会奉仕委員会委員長寺西修身様ようこそお出で頂きありがとうござ
います。本日は献血です。あいにくの天気ですが、たくさんの方が献
血して頂けるようによろしくお願いします。今週は4月3日に上尾市ス
ポーツ少年団の種目別交流大会総合開会式に島村パスト会長と出席し
ました。
さて、今月は「母子の健康」月間です。NHKスペシャルで2回に分
けて放送された「ママたちが非常事態！？」と言う番組が、興味深い
内容でした。子育てが孤独で耐えられない理由として、700万年前の人
類の進化と共に、みんなで協力して子育てをする「共同養育」と言う
独自の子育てスタイルが確立されました。この為、人間の母親たちは、
今なお本能的に仲間と共同養育したいと言う欲求を感じながら、核家
族化が進む現代環境でそれがかなわないことから育児中の強い不安や
孤独感を生み出していると考えられています。夜泣きの原因として、
胎児は母体への影響を少なくする為、夜に栄養の補給をしています。
その名残から、深夜に活動することが続くようです。人類が二足歩行
を始めたことから、骨盤の構造が変わり胎児の脳は小さくないと出産
できないため、小さい脳のまま生まれる様になりました。多くの動物
は、外敵からの攻撃を避ける為に、生まれた時からすぐに立ち上がり
活動しなければなりません。その為に生まれた時から、脳はかなり成
熟しています。人間は未熟な状態で生まれ、10年以上の歳月をかけて
ゆっくりと成長していきます。その中で、2歳ころから始まるイヤイヤ
行動は、脳の抑制機能の中枢である「前頭前野」がまだ機能していな
いことによります。イヤイヤ行動とはまさに子供の脳の前頭前野が成
長しようと頑張っているサインと言えます。出産後の、夫に対しての
イライラは、母親の体内で分泌されるホルモン「オキシトシン」が出
産時や産後の授乳時に、我が子と触れ合っている時に多く分泌され、
脳に作用して、我が子やパートナーへの愛情を深める働きをします。
ところが、愛情だけでなく「他者への攻撃性」を強める作用があるこ
とが明らかになりました。オキシトシンはまた、子を育てる親の絆も
強めようとする働きもあるようです。人見知りの原因は、未熟な脳は
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母親などの特に身近な人しか認識できません。その
脳が少し発達すると、それ以外の人にも興味を持て
るようになります。人見知りの始まりは、母親以外
を嫌がっているのではなく、むしろ強い興味を示し
ているサインでした。なぜ泣くか、それは人見知り
の子が思わず相手の目を見てしまうからだと言いま
す。動物にとって「目を合わせる」ことは、基本的
に相手を威嚇するような場合に限られます。その為
に目が合うと自動的に脳の「へんとう体」が働き、
恐怖を感じるそうです。もっと大人になると、脳の
前頭前野の働きによって相手が危険でないと分かれ
ば、恐怖は抑えられます。赤ちゃんはそれが未熟な
ため、反射的にわきあがる恐怖が抑えられずに泣い
てしまうようです。
このように、原因を科学的に分析し理解できるこ
とにより、むやみに怒ることがなくなってくると思
います。
皆さんも、ご興味ありましたらオンデマンドで視
て頂けると思います。
以上をもちまして、会長挨拶とさせて頂きます。
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◆訃報です。当クラブの小
林会員のお母様が先日お
亡くなりになりました。
９日
お通夜、
１０日告別式とな
っています。
◆韓国ソウルの国際大会
について古賀会員からプランがあがってきました。
５／
２７〜５／３０の３泊４日、ホテルはスーペリアホテルク
ラスとのことです。最終確認をFAXさせていただきます。
パスポートの確認をお願いします。
◆来年度の甲子園大会に向けて、
２１日（木）午後に平
方の野球場に集まって練習とこれからの予定を決めた
いと思います。出欠確認は順次行っていきます。
また会
費の徴収も始めていきます。
よろしくお願いいたします。

23回目のふれあい鴻巣ウォーキングについてご案内
させていただきます。毎年1500名ほどの方にご参
加をいただいています。土曜に開催しているのは免
許センターの駐車場が使えるからです。今年度は井
原ガバナー、浅水ガバナーエレクト、大貫ガバナー
ノミニーの３名様に
お越しいただけると
お返事をいただいて
おります。上尾クラ
ブさんにもぜひ大勢
の方にご参加いただ
ければと思います。
４月２３日（土）、
お待ちしております
ので、ぜひともよろ
しくお願いいたしま
す。ありがとうござ
いました。
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や様変わりしています。
インターネット広告が業界を牽引しているのですが、
一方ではスマホを閲覧することが疲れた、スマホ依存で
コミュニケーションが不足している社会になっているた
め、弊社では「おりプロ」
という新しいプロモーションツ
ールを作り先日商標登録となりました。
これは折紙の展
開図を逆算して、オリジナル印刷をほどこすもので、
これ
から新たなアイデアをだし取引数を増やせたらと考えて
います。
これからもよろしくお願いいたします。

例会主題〜会員卓話
広告について

長沼 大策会員

本日はプログラム委員長から、広告について話してい
ただきたいとご依頼をいただき、スケールの大きい話だ
なと思いながらお請けさせていただきました。
広告は大きく分けるとマス広告、SP広告、インターネット
広告の３種類に分けられます。
マス広告とはテレビ、
ラジオ、新聞、雑誌です。SP（セール
スプロモーション）広告とはDM、折込、イベントキャン
ペーン、交通広告、POP、
フリーペーパー、屋外広告（看
板）です。インターネット広告とはアフィリエイト、
リスティ
ング、アドネットワーク、
ソーシャルメディア、動画、バナー
、メールなどがあります。
広告業界の規模は５兆９千億円です（2015年、特定
サービス産業動態統計調査より）。業界を牽引している
のはインターネット広告で、逆に前年割れをしているの
はマス広告の特に新聞です。労働者数は約15,000人、
平均年齢は３４．
８歳、平均勤続年数は６．
９年です。
さまざまな広告のジャンルがありますが、広告をつく
るうえで大切な要素は、商品・コンセプト、ターゲット
（マ
ーケティング）、
ビジュアル・デザイン、キャッチコピー・文
章力、流行、心理、常識、
（音）で、私はこれらのことを常
に考えております。
これらの要素を鑑みてコンテンツを
作成し、戦略展開を考えていきます。
大きく業界のことをお話ししましたが、弊社の得意分
野・特色は、企画力・プロデュース力があり、閃き・インス
ピレーションがあり、人の心を揺さぶるツボを熟知して
おります。業務としてはホームページの制作や、チラシ・
パンフレットの制作・印刷になります。ホームページ制作
では、現在はワードプレスと言うソフトを使うことが主流
になっています。今風のスタイリッシュなデザインで操作
環境のよいHPができ、
また原稿の追加・修正ではイン
ターネット言語を知らなくてもログインして更新作業が
できます。
これにより更新をあまり外注しなくても社内の
スタッフ等で更新ができるようになり、維持費も抑えら
れるため、今までのHPをワードプレスで作り替えてくれ
というご依頼が多くなっています。
動画では私はプロデュースを担当させていただいて
います。上尾市施行55周年記念のCMコンテストでは最
優秀賞を受賞しています。
デザイン・DTP制作では自分で１から作っています。
ネットで印刷できるようになったことから、印刷業界もや

長沼会員、卓話
ありがとうございました！

献血運動を実施しました。平成28年4月7日
社会奉仕委員会

於：上尾駅東口

あいにくのお天気でした
が大勢の方にご協力をい
ただきました。ありがと
うございました。

スマイル
鴻巣水曜RC 大澤様 寺西様 ふれあい鴻巣ウォーキングのキャラバンで伺いました。
武重会員

4/23（土）に多くの皆様のご参加をお願いいたします。

本日は雨の中の献血、皆様ご苦労様。

宇多村会員 4/16（土）、
プラザ22において
「マイナス金利時代の運用」
と題して
証券セミナーを主催します。多くのご来場をお待ちしております。

関口会長／久保田副会長／藤村幹事／樋口副幹事／大塚信郎会員／吉川会員／富永会員／齋藤重美会員／
村岡会員／尾花会員／神田会員／渡邉会員／大木会員／細野会員／名取会員／大塚崇行会員／島村会員／
齋藤博重会員／深澤会員／齋藤哲雄会員／須田会員／長沼会員／門崎会員／春日会員
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
事務所 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町1-8-31 新和エクセルビル303
例会場 東武バンケットホール４F（ポリアス）
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