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【来訪者紹介】  吉永会長 

   KKT イノベートドクターテレビたんプロデューサー 松本龍様 

 

 

 

【会長の時間】  吉永会長 

今日は月の第一例会ですので、先ほど 

おこなわれました理事会の報告をします。 

パスト会長会議（松崎会長の次の会長を決める会議）を、 

１１月９日例会後に行う予定です。また年次総会を 

１２月７日に開きます。次年度本田会長以下の 

各委員長さんなどを決めて来年の２月までに 

すべてを発表する予定です。 

先週の社会奉仕委員会による繁根木八幡宮 

チャリティーバザーは皆さん雨の中お疲れ様でした。 

収入として 147,090円でした。そこから昼食代や 

テント・車代等経費を引きまして、140,090円を 

集めることができました。 

これは田中社会奉仕委員長に託します。 

 

親睦ゴルフ麻雀大会ですが、ゴルフを１１月２１日に司ロイヤルゴルフクラブさんにて 12:00 スタート、また麻雀を１

２月７日に麻雀クラブ立願寺さんにて予定してます。麻雀は 17:00 からにしてますが午後早めに来られてもかまい

ません。年明けて新年会を１月１１日におこないます。新入会員が入ることになりました。前田小児科医院の前田
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先生です、宮本会員のご紹介で入会されます。最後に１１月１６日に R財団セミナーを予定してますが、内容変更

させていただきます。次年度本田会長の時に姉妹提携させてもらっている馬山 RC さんとの調印式をすることにな

っています。その調印式の内容を協議したいと思ってますので１６日は参加をよろしくお願いします。 

 

 

 

【幹事報告】渡邉幹事 

○玉名中央 RC より例会変更・休会のお知らせが来ています。 

   日時：11月 1日（水）休会  

      11月 22日（土）休会 

○熊本県青少年育成県民会議事務局より平成 29年度熊本県青少年健全育成 

県民フォーラムの案内がきています。 

  日時：12月 2日（土）13：00～16：30 

場所：熊本県庁地下大会義室 

○国際 RC2720 地区より職業奉仕第 2 回セミナーのご案内が来ています。 

＜熊本＞ 

日時：12月 2日（土）13：00～16：00 

場所：熊本県民交流会館パレア第 1会議室 

＜大分＞ 

日時：12月 10日（日）13：00～16：00 

場所：ホルトホール大分 

○国際 RC第 2720地区 ガバナー月信 Vol.05掲載のご連絡が来ています。 

○国際 RC第 2720地区リソースのご案内｜ロータリー財団月間のご案内が来ています。 

じ 

 

 

【委員会報告】 

   ○本田次年度会長 

     いよいよ次年度に向けて少しずつ動き出していきます。まずデジグネートに立候補したい方はいらっしゃいま

すでしょうか？ないようであれば次年度理事役員を選出するために、パスト会長全員を指名委員会に委嘱しま

す。日時は１１月９日、例会終了後におこないますのでよろしくお願いします。 

 

   ○会員増強委員会 山田邦委員長 

     先ほど会長のお話しに有りました、前田小児科医院の前田よしてるさんの入会を理事会で承認いただきました。

職業分類は「小児科医」となります。よろしくお願いします。 

 

   ○公共イメージ向上・IT委員会 西嶋委員長 

１１月のロータリーの友からピックアップ記事をご紹介します。 

   ・１２P～１９P‥‥‥私達の目標：ポリオのない世界 

   ・５１P    ‥‥‥キャップ収集でポリオ撲滅に協力（宇都宮 RC） 

   ・２８P～３１P‥‥‥ロータリー１００周年実行委員会アンケート結果報告 



 

【スマイル報告】河田委員長 

 

吉永会長・渡邉幹事・・・松本様の卓話、ありがとうございます。 

村上さん・田原さん・中嶋さん・・・松本龍様の卓話、ありがとうございます。    

結婚祝、誕生祝の皆様おめでとうございます。 

本田さん・・・松本龍様の卓話、ありがとうございます。 

会社の都合で早退致します。 

松﨑さん・・・松本龍様の卓話、ありがとうございます。ざいます。 

今回が 44回目の結婚記念日を無事に迎えられました。 

田畑さん・・・KKT 松本様の卓話、ありがとうございます。結婚祝いありがとうございますいつの間にか

35年になりました。前回の例会急用で欠席しました。ソーリーです。 

鶴田さん・古賀さん・・・松本龍様の卓話、ありがとうございます。 

嫩さん・吉岡さん・吉田さん・井上さん・小山さん・河田さん・・・松本龍様の卓話、ありがとうござい

ます。11月の誕生日、結婚記念日の方おめでとうございます。 

堀本さん・・・松本龍様の卓話、ありがとうございます。結婚記念日ありがとうございます。 

山田司さん・・・松本龍様の卓話、ありがとうございます。誕生祝ありがとうございます。 

 

                         前回までの累計 ￥290，000 

 今     回 ￥ 23，000  

合     計 ￥313，000 

 

 

 

【出席報告】河田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本
日
の
出
席 

会員数 50（44）名 

欠
席
者 

廣田 宮本 村田 前島 野田 

志賀 坂梨 田中 高木幸 瀧川 

浦田 上村 山口 山村 

 

 

出席数  30 名    

出席率 68.18％ 

前
回
の
出
席 

前回出席数 22名        
前
回
の
メ
ー
ク
ア
ッ
プ 

村上 大石 嫩 

修正出席数 25 名 

修正出席率 55.56％ 

出席規定適用免除者         ８名 



 

【今後のプログラム予定】 

ローターアクト年次大会報告 

 

 

 

【 卓話 】 ㈱KKT イノベートプロジェクトマネージメントリーダー 松本 龍様 

KKT くまもと県民テレビ Dr.テレビたん 

担当の松本龍と申します。 お招きいた 

だきましてありがとうございます。本日は  

効果的なメディアミックスプロモーション 

についてお話しさせて頂きます。  

 

小さい頃からテレビ業界に憧れてました。 

夢を叶えるため、電波高専（現在の熊本 

高専）に入学しました。ですが電波高専 

といえば自由な校風で髪型や服装も自由。  

この時どれが本当の自分なのかと向き合 

っていました・・・ 

 

ロン毛 にしてみたり金髪にしたりもして 

ました。しかし大事な夢を忘れてました。 

テレビ局で働きたい！  

テレビの仕事がしたい！！  

放送広報委員会を作りテレビ局への夢を 

つなぎました！ 

 

でもすぐ浮気しました。ＦＭＫのオーデ 

ィションがあり、POWERS というラジオ DJ  

に合格しました。合格者の中には今でも 

活躍されている方がたくさんいらっしゃ 

います！ 

 

就職先をラジオ業界にするかテレビ業界に 

するかまた悩みます。そして１９８８年、 

西日本映像 熊本支社に就職。番組を送出・ 

監視するテレビ局の心臓部テレビマスター 

に配属されました。 

 

 

 



２６歳の時に KKTの技術部に配属となり、 

「地デジ化」に全力投球し、また一緒に 

グルメサイトグルメたんや KKT公式ホーム 

ページのシステムを制作し、現在 Dr.テレ 

ビたんを担当しています。 

 

Drテレビたんとは、熊本の医療について 

テレビ番組でお伝えしスマホ・タブレット 

・パソコンで番組と同じ内容が動画配信 

されるテレビ番組連動型のホームページ 

企画です。また市民公開講座や就職説明 

会などイベントも行っています。テレビ 

番組のプロデューサーは別におりますが 

私はホームページとイベントのプロデュ 

ーサーを務めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr テレビたんのホームページには番組動画はもちろん、病院情報や県内の感染症情報などいろいろな内容が記

載されています。私のスタッフブログもありますのでぜひ一度ご覧ください！ 

●Drテレビたんスタッフブログ 

https://www.dr-tvtan.jp/blog/ 

 

https://www.dr-tvtan.jp/blog/


また市民公開講座もさまざまなテーマで行っています。玉名では「みんなで取り組む食支援」を行いました。その

後ご反響がよく熊本県と一緒に「地域包括ケアフォーラム」として、玉名地域保健医療センターの前田先生をファ

シリテーターにフォーラムを開催したこともあります。 

 

イベントの就職説明会は年に２回開催しており看護職や介護職など募集しています。一緒に静脈採血の演習、

AED 体験、高齢者疑似体験、アロマセラピー、メーク講座なども行っています。就職説明会ではたくさんの病院か

ら、もっと求人に協力してほしいとご相談を受け、Dr テレビたんから医療・介護に特化した人材派遣・紹介事業も

スタートしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なぜ介護・・・ 

2025年に団塊の世代のみなさんが７５歳以 

上の後期高齢者になられます。実に４人に 

１人の超高齢化社会になります。 

これにともない医療、介護、福祉サービス 

の需要が高まります。しかし国の指針で 

熊本県は２０２５年までに病床数を３割 

カットしないといけません。医療から介護、 

施設から在宅へと「地域包括ケアシステム」 

の構築に動いているわけです。 

 

地域包括ケアシステムとは、およそ３０分 



以内（中学校校区）に、必要なサービスが 

提供されるようになります。いろんな人で支えるわけですが人材の確保がより難しくなります。なので私たちメディア

としても内側から支えようと動き出しました。 

 

熊本県内の医療・介護施設および求職者を対象に介護福祉士やヘルパーなど医療・介護に特化した人材派遣

や紹介を行います。私たちメディアとして報道するだけでなく、内側から支えていきたいと立ち上げました。 

 

熊本介護求人センターを立ち上げ頑張らせ 

て頂いております。おかげさまで求人案件 

数も多くコンスタントにエントリーも頂き 

病院や介護施設へとご紹介させて頂いてお 

ります。スタートから２年になります。 

 

 ●熊本介護求人センター 

 https://kumamoto-kaigo-kyujin.jp/lp/ 

 

派遣や紹介だけでなく育成・定着にも力を 

入れようと、無料と有料２つの育成・定着 

サービスもスタートしました。 

 

熊本地震の時は、職員さんもノーメイクや家族のことよりも利用者・患者さんの事を最優先にされていました。でも

フラッシュバックなどもまだまだ続くので５～７月の間で スタッフ向けと患者さん・利用者さんにも楽しんでもらう企

画を無料で行っています。  

 

広告費についてお話しします。このグラフは電通が出した 2016 年の媒体別広告費です。テレビ・新聞・雑誌・ラジ

オをマスコミ四媒体広告費といいます。メディアにはそれぞれの特性があります。 

テレビの場合は広範囲にあまねく 

放送＋動画での強い影響力。 

新聞や雑誌の場合は記事での 

説得力。インターネットはそれらを 

補足する部分とスピード感など。 

 

広告は費用がかかって広報は費用は 

かからないイメージがありますが実は 

かかっています。なので広告と広報を 

うまく組み合わせる。メディアミックスし 

たプロモーション展開がこれから重要 

になるわけです。 

 

 

 



最後に媒体別の広告についてお話ししまし 

たが効果的な取材依頼を紹介します。 

（図にて説明） 

 

プレスリリースはどの媒体であっても A4 

「１枚」でまとめ「タイトル（見出し）」 

を最重要視してください。詳細な内容は 

「チラシ」 が別添であると良いです。 

 

テレビの場合は「撮影時の映像」がイメ 

ージできるようにしてください。リアル 

な写真を１、２枚プレスリリースに配置 

するだけで OKです。 

 

長くなりましたがご静聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


