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■ 会 長 報 告         島村 武慶君 

先週の早朝のポ

リオ撲滅キャンペ

ーン（ポリオプロ

ジェクト）の街頭

募金例会朝早くか

らの参加ありがと

うございました。

順心高校インターアクトクラブの皆さんと一緒に

活動出来て良かったです。来年度の年次大会まで

関係性をより一層に深めていきたいですね。

静岡新聞社の取材もありましたので、私個人への

反響も凄く、公共イメージも予定通りＵＰしたか

と思います。 

本来なら先週の報告になりますが、9/24の振替

休日の日に「第53回藤枝市少年サッカーリーグ

戦」の閉会式に藤枝総合運動公園サッカー場に

行って参りました。来賓として挨拶もさせて頂き

ましたが、やはりサッカーの街ふじえだに相応

しく多くの選手の前で挨拶させて頂いた事を報告

させて頂きます。私と玉木幹事と参加させて頂き

ましたが、先々週の剣道大会とは違うざっく

ばらんな選手達の雰囲気に二人で苦笑する場面も

ありました。 

話の流れで丁度良い話題ですが、剣道大会の

開会式に出席させて頂いた後、剣道という競技に

大変興味を持ち（9/19 会長挨拶参照）ＰＣや

スマホで「剣道○○」というキーワードで1.2度

検索エンジンで検索したところ流石ファイス

ブックの関連技術、【剣道具を買いませんか？】

的な楽天の広告ページが頻繁に入って来る様に

なりました。スマホの検索は１回しかなく、勿論

フェイスブックでの検索ではありません。 

このような事が皆さんも経験あると思いますが、

どうして？？と思いませんか？ 

答えはＷｅｂの行動ターゲティング広告です。 

「ターゲティング広告」は、顧客の行動をもとに

広告配信を行う手法 

まず行動ターゲティング広告とはどのようなもの

か。Wikipediaには以下のように記載されている。 

行動ターゲティング広告（こうどうターゲティ

ングこうこく）とは、広告の対象となる顧客の

行動履歴を元に、顧客の興味関心を推測し、

ターゲットを絞ってインターネット広告配信を

行う手法。例えば、旅行関連のページを 近

訪れたことがあったり、航空会社の広告をクリ

ックしたことがあるユーザーは、「旅行」という

ジャンルに興味関心があると判定し、「旅行」

関連の広告を配信するといったもの。ここでいう

「行動」は、ページの閲覧、広告のクリック、

検索のキーワードなどを指し、広告の配信を行う

媒体・事業者によって定義は異なる。コンテンツ

連動型広告を併用している場合が多い。行動

ターゲッティング広告は、追跡型広告（ついせき

がたこうこく）やリターゲティング広告とも

呼ばれる。 

出典：ターゲティング広告 - Wikipedia 

 私たちのインターネット上での行動は常に

蓄積されています。そのデータから我々の関心を

把握し、広告配信を行っているのです。そして、

ターゲティング広告の種類は、  

■オーディエンスターゲティング：広告枠では

なく、ユーザーに広告を出すという考え方の

ターゲティング手法 

■デモグラフィックターゲティング：年齢や

性別、所得や職業などの属性情報を使って、

ターゲティングを行う手法 

■ジオグラフィック（ロケーション）ターゲ

ティング：ユーザーの位置情報をもとに、ターゲ

ティングを行う手法 

■行動ターゲティング：ユーザーの行動履歴を

もとにユーザーをセグメント化し、ターゲティ

ングを行う手法 



    2247-2 

 

■検索キーワードターゲティング：ユーザーが

検索で使用したキーワードをもとに、ターゲ

ティングを行う手法 

■コンテンツターゲティング：Web サイト上の

コンテンツ内容をカテゴライズし、そのカテゴリ

にあった広告を配信する手法 

とあります。 

このような技術が益々進み、ラインやフェイス

ブック等のＩＴ企業の収益の核になっているのも

事実です。 

■ 幹 事 報 告         玉木 潤一郎君 

・国際ロータリー第 2620 地区 星野義忠ガバ 

ナーより 

西日本豪雨災害義援金ご協力への御礼文書が 

届きました。 

・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会様より 

財団設立 50 周年記念グッズ、記念誌の注文 

ご案内が届きました。 

・藤枝市国際友好協会様より 

静岡産業大学留学生ホストファミリー募集の 

ご案内が届きました。 

・一般財団法人静岡県サッカー協会中西部さま 

より 

中西部ヤングサッカーニュース 2018.9 号が 

届きました。 

・うきうきプロジェクト様より 

静岡・ハワイオペラ構想（うきうきプロジェ 

クト）企画のご案内が届きました。 

■ 出 席 報 告          渡辺 篤司君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

31／41 75.60％ 41／41 100.00％

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○石垣君 ○江﨑晴君 ○鈴木邦君 ○平野君 

○松葉義君 ○大塚君 落合君 鈴木舜君 

仲田晃君 大杉君 

(２)メークアップ者  

鈴木 邦昭君（榛南） 松葉 義之君（榛南） 

■ ゲ ス ト                        

リジヤニ・アギスタさん（米山奨学生） 

■ スマイル B O X         渡辺 篤司君 

・誕生祝い ありがとうございます。栗原 毅君 

・54 歳になりました。幹事の意外な忙しさにお

どろいています。      玉木 潤一郎君 

・誕生日お祝いありがとうございます。5 日で

70 才になります。古希を迎えるものと思って 

いましたが、古希は満 69 才とのこと。今日 

知りました。         仲田 廣志君 

・お祝いありがとうございます。結婚して 

32 年目になりました。これからも健康で過ご 

して行きたいと思います。   松田 真彦君 

スマイル累計額 ２０ ，０００円 

■ 委 員 会 報 告        柳原 寿男君 

＜新型タバコについて＞ 

・電子タバコ 

 カートリッジ内の液体を加熱、蒸気を吸う。 

主成分はプロピレングリコール様の化学薬品、

香料を添加。ニコチンを含むもの、含まないも

のがあって、含むものは日本では販売禁止とな

っている。膀胱がんのリスクが上昇する。(米国) 

・加熱式タバコ 

アイコス、ブルーム・テック、グローの名称で

販売されている。煙成分を比較してみると、

紙巻きタバコを 100 として、ニコチン 84％、

ホルムアルデヒド74％、肺に炎症を起こす成分と

いわれるアクロレイン 82％と決して少ない値

ではない。加熱によって、かえって大量に急激に

吸収されニコチン作用を増強するといわれ、

アイコスは米国で販売禁止、世界の売上げの

90％以上が日本とのことである。 

■ 会 員 卓 話                       

 

 

 

杉山 静一君 

 

 

 

例会に貴重な時間を頂き有難う御座居ます。 

浅学菲才 何を話したら良いか分からないが、

皆様が聞いて頂ければ有難いです。食後で眠く

なる人も居るかも知れませんが、先ず今日迄の

皆様方の御支援に対しまして厚く御礼申し上げ

ます。（今日迄 86 才と 1ヶ月） 

自己の RC の関係について 

昭和 50 年（1975 年）入会を故伊藤雅美様他

２人より勧められ翌年 7 月（当時の会長故宮崎

敬之進様）の時入会平成 2 年（故水野義猛様

会長の時幹事を当年藤枝南 RC 誕生 平成 9 年
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（1990～1991）会長 その間色々な事表彰等

受ける。特に平成28年（2016）例会皆出席表彰を

受ける。色々な行事に参加を親睦会等では旅行、

海外、国内（ハワイ、オーストラリア、シンガ

ポール、台湾等、国内では北海道を初め各所へ

夫婦で参加。又観賞、観劇等、歌舞、大相撲

本場所等多く 非常に多種にわたって 近は

非常に少ない ほとんど無い。 

又奉仕活動等も例えば公共施設への奉仕、身障者

等の見舞活動等奉仕、親睦、例会出席等 

後に愚痴を云って申し訳ありません。 

 

■ 奨 学 金 授 与                 

 

米山奨学生 

リジヤニ・ 

アギスタさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《10 月の事務局開局日時》 

※ 開局日時は変更になる場合があります。 

新の情報は、ホームページでご確認ください。 

（担当／山田君） 

月 火 水 木 金 

1 2 3 4 5 

閉局 10：00～

16：00 

9：30～ 

17：00 

閉局 10：00～

16：00 

8 9 10 11 12 

閉局 9：30～

17：00 

10：00～ 

16：00 

14：30～ 

17：00 

閉局 

15 16 17 18 19 

10：00～

16：00 

閉局 9：30～ 

17：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

22 23 24 25 26 

10：00～

16：00 

10：00～

16：00 

9：30～ 

16：00 

閉局 閉局 

29 30 31   

10：00～

16：00 

閉局 10：00～ 

16：00 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１０月のお祝い 
おめでとうございます！


