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RI会長代理　田中作次様　ご挨拶
RI第2750地区大会の開催誠におめでとうございます。RIは世界中

の地域社会における人々の生活の改善に貢献するために活発で行動
力のあるクラブから構成される必要があります。さらに社会から認
められ、選ばれる奉仕組織であるためにRIの長期計画であるクラブ
のサポートと強化、人道的奉仕の重点化と増加そして公共イメージ
と認知度の向上が重要な課題となります。

クラブの強化は、RIの組織を健全で継続的な発展へと導きます。
多様性に富み、高度な職業倫理感と社会道徳観を有する会員と世界
で3万4千を超えるクラブ、そしてロータリーの協力組織を総動員し
てポリオ撲滅を核とした人道的奉仕をはじめ、水、飢餓、貧困、保
健衛生、識字問題などの改善に向けて全力を注ぎます。

そしてロータリーの公共イメージの大幅な向上に励みながら、貴
地区が今後先頭に立ち会員の増強と時代の変化に即応できる柔軟性
と指導力そして実行力の備わった次世代のリーダーを育てることが
期待されています。イアン・ライズリー今年度RI会長のテーマ「ロー
タリー：変化をもたらす」を積極的にあらゆる面において推進しよ
うではありませんか。

 2017-2018年度　国際ロータリー第2750地区ガバナー  猿渡昌盛 様  
Making a Difference：変化をもたらす
国際ロータリー第2750地区　地区大会にご来臨を賜り、誠にあり

がとうございます。
RI会長代理としての2012-13年度RI会長田中作次様ご夫妻をはじ

め、姉妹地区の国際ロータリー第3650地区大韓民国ソウルの皆様、
今度新しく姉妹地区となります国際ロータリー第3481地区中華民国
台北の皆様、国内33地区の皆様、そして、地区内各クラブからの大
勢の方々のご出席をいただき、かくも盛大に大会開催の運びとなり
ました。衷心より厚くお礼申し上げます。
　国際ロータリー、イアン・ライズリー会長のテーマは「ロータリー：
変化をもたらす」です。この活動方針のもとに、各クラブでは様々
な工夫による柔軟で楽しい例会が行われていることと思います。本
年度の地区大会におきましても、柔軟で効率的な運営に努め、本大
会の開会点鐘を午後1時とさせていただきました。入会2年未満の新
会員の皆様を対象として、歓迎の昼食会を開催し、END POLIO 
NOW第3ゾーンコーディネーターの松本裕二様にご講演をお願いし
ました。ポリオ撲滅についてのご理解をより深めていただきたいと
思います。さらに、記念講演では、リオデジャネイロ、パラリンピッ
ク、ゴールボールで5位に入賞された天摩由貴選手に「社会人として、
アスリートとして」と題して、働きながらオリンピックを目指すこ
とのご苦労とロータリーに対して望まれるパラリンピックへの支援
についてもお話を頂戴します。
　記念講演におきましては、世界的に有名なジャズピアニストの大
西順子様にご指導いただきました筑波大学附属視覚特別支援学校音
楽家の生徒さんたちの素晴らしい成果を発表していただきます。存
分にご堪能ください。なお、大西順子様にはこの記念公園の趣旨に
ご賛同され、お忙しい中ワークショップをお引き受けいただきまし
た。記して、感謝申し上げます。

RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会と本大会において、素晴らしい演奏
と合唱をご披露してくださいますのは、東京武蔵府中ロータリーク
ラブが支援しております府中国際交流サロンで日本語を学ばれたカ
レン・イスラエリアン様と奥様の矢崎さくら様、ご友人の皆様であ
ります。

本地区大会は、担当したクラブ会員の手作りのプログラムでもあ
りますが、その創意工夫をご賢察のうえ、巧拙併せてお楽しみいた
だきたいと思います。地区チームは、各クラブに素晴らしい変化を
もたらすための手助けを引き続き心掛けて参ります。各位のご理解
とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

会長報告（秋葉良子会長）
・ 3月3日（土）の「一人一本植樹」は会員と家族35，6名の参加で

60本（オリーブ50本、ブルーベリー10本）を無事植え付け、当ク
ラブの名称を入れたプレートも取付けました。日経新聞千葉版に
小さい記事で東京中央新ロータリークラブの名称も出していただ
けたので、とても誇らしく思います。

・ 3月4日（日）ポリオ撲滅コンサートでは、当クラブ自慢のギリギ
リガールズが黒ミニスカートで張り切って踊って下さいました。
こんな形でもロータリーを少しでも身近に感じてもらえるならば
大成功ではないかと思いました。

出席率 65.45% （出席者25名＋メーキャップ11名／正会員58名-休会3名）

例会報告  第694回  2018年3月5日（月）

2月26日（月）式次第
13:00 国際ロータリー第3650地区歓迎昼食会 会場：旭光（1階） 　　
14:30 クラブ会長・幹事会 会場：白雲 慶雲（3階）
15:30 指導者育成セミナー 会場：白雲 慶雲（3階）
18:00 RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会 会場：北辰（3階） 　　

エンターテイメント  
　（デュオ・アレーヴ、ソロ・アンサンブル・ヴィエバト）

2月27日（火）式次第
10:30～16:00 友愛の広場 会場：青葉 松葉（2階）
10:30 新会員歓迎昼食会 会場：瑞光（1階） 　　
11:00 PBG歓迎昼食会 会場：旭光（1階） 　　
11:00～12:30 昼食 会場：北辰（3階） 　　
11:00 登録開始

本会議 会場 ： 崑崙（3階） 　　
12:30 ウエルカム　ミュージック
12:50 ウエルカム演奏　矢崎さくら＆カレン・イスラエリアン
12:55 国際ロータリー会長代理ご夫妻　入場
13:00 開会点鐘、国歌斉唱

ロータリーソング　「奉仕の理想」
国際ロータリー会長代理ご夫妻紹介
クラブ紹介等

13:54 ガバナー挨拶並びに現況報告 ガバナー　猿渡昌盛
国際ロータリー会長代理挨拶と現況報告  
 RI会長代理　田中作次
ガバナーエレクト挨拶 ガバナーエレクト　服部陽子
ガバナーノミニー挨拶 ガバナーノミニー　淺田豊久

14:35 第3481地区・第2750地区姉妹地区締結調印式
14:45 各委員会報告

大会決議採択 ガバナー　猿渡昌盛
15:00 青少年交換学生の紹介 青少年交換委員会委員長　根岸大蔵

米山奨学生の紹介 米山学友委員会委員長　澤田尚史
ロータリー財団奨学生の紹介  
 奨学・学友・VTT委員会委員長　玉村秀樹

15:15 記念講演　「社会人として、アスリートとして」 天摩由貴
16:15 記念公演  

筑波大学附属視覚特別支援学校音楽科 with 大西順子
17:15 寄付金贈呈　筑波大学附属視覚特別支援学校音楽科

寄付金贈呈　一般社団法人　日本ゴールボール協会
記念事業　目録贈呈（ロータリー財団・米山記念奨学会・バギオ基金）
ホストクラブ会長謝辞 東京武蔵府中ロータリークラブ会長　水田　誠
ガバナー謝辞 ガバナー　猿渡昌盛

17:50 閉会点鐘 ガバナー　猿渡昌盛
18:00～ 懇親会

出席率 60.00% （出席者27名＋メーキャップ6名／正会員58名-休会3名）

例会報告  第693回  2018年2月26日（月）, 27日（火）
2017－2018年度　2750地区　地区大会 

（グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール）

卓話　「命の維持・管理」
　　　元日本医師会副会長　宮崎 秀樹 先生

本日の例会  第695回  2018年3月12日（月）



宮下文夫・小堀　彰・落合守征・左明貴子 
上田美帆・吉田しおり・小磯優子・野村順子

クラブ週報
編 集 担 当

 幹事報告（富田洋平幹事）
・ 本日の配布物は、週報とロータリーの友3月号です。
・ 聖明園に対して切手と賛助会員として３口９０００円の寄付を行

い、感謝状を受取りました。
（理事会だより）
・ 清宮普美代会員の地区「公共イメージ委員会・クラブ広報支援委

員会」委員就任が承認されました。
・ 地区「パラオ・ミクロネシア医療・教育支援プロジェクト」へ当

クラブの参加が決まりました。
・ 育成園プロジェクトのキャンプが8月25日（土）・26日（日）に、アニ

メ上映会が5月13日（日）と決まりました。
・ 3月12日（月）例会会場は、2階菊の間に変更されました。

入会式　宇野悟史新会員
（秋葉会長のご紹介）私はお父様と長いお付
き合いがあり、「息子を育ててくれないか」と
頼まれたのですが、ロータリーにはいろいろ
な社会経験のある大先輩が沢山おり、若い新
会員と切磋琢磨して奉仕活動を盛り上げてく
れることと思います。当クラブに女性会員に加えて若い男性会員と
して宇野さんを加えることができて、大変嬉しく思っております。
（ご本人ご挨拶）当社は食品と飲料のプラントの設計施工を業務と
しており、中国にも工場があり、月1，2回海外へ出ています。ボラ
ンティア活動に興味があるので、これからどのような形で貢献でき
るか努力していく所存でございますので、よろしくお願い致します。

新入会員歓迎昼食会報告（福元智子会員）
たくさんの新入会員が集まり、他クラブの皆様と話すことで学びの

多い場となり、ロータリー活動への自覚が深まりとてもよかったです。
ギリギリガールズ報告（小池富美子会員）

・ 3月4日（日）銀座ケントスでポリオ撲滅コンサートの前座として
当クラブの張り切り「ギリギリガールズ」によるラインダンスを披
露し、当クラブの声価を大いに高めて参りました。昨年末の素敵な
ダンスを見初められて今回のご招待公演に繋がりました。今後は老
人ホームや刑務所慰問にも耐えられるようさらに腕（足）を磨いて
まいる所存です。皆様応援と参加をよろしくお願い致します。
車いすテニスジュニア選手権大会協賛のお誘い  

（東京中央RC 親睦委員 立花実様）
今年で東京中央RCが主催となって3回目になりますが、毎年沢山

の若い車いすテニスプレーヤーが参加して下さり、パラリンピック
金メダリスト国枝慎吾選手と丸山弘道コーチが運営に参加する有力
な大会となっています。
　クラブ単位での協賛、個人単位での名刺広告協賛などいろいろい
ろな形を用意いたしましたのでご協力をよろしくお願い致します。

３月のハッピーバースデイ

曽根章乃会員（2日生れ）  
石原忠始会員（28日生れ）

卓話　㈱TBSサービス　常務取締役　牧巌 様  
　　　「半歩先の未来を創造する  
 2018 年放送局のトピックス」

・ 私の父は宮崎西RCに所属して、色々な活動をしている姿を見て参りましたの
で、本日はテレビ局の半歩先のお話をさせていただきたいと思います。

・ 「㈱TBSサービス」は映像コンテンツの総合商社で、番組の映像のみではなく
番組のフォーマットや構成など仕組みを商品としています。今では看板スポー
ツ番組に育った「サスケ」をアラブやインドネシアに売り込んだり、山口も
えの「赤いシリーズ」を中国に売り込んだりしています。

・ 「テレビ離れ」について、若者の15％はテレビを持っておらず、テレビを持っ
ている若者の15％は1年間1度もテレビを見ないという統計が発表されています。
若者たちは今、スマホやパソコンの動画で見たい時にオリンピックを見る時代
なのです。

・ 「ビッグデータ」
　 パソコンをケーブルでネットにつなぐだけですべてのパソコンデータがビッ

グデータとしてネット上に吸い上げられる時代になっています。東芝、パナ
ソニック、ソニーなど録画機の録画データやCM飛ばしのデータも機器内シ
ステムにより吸い上げられています。

・ 「4K、8K」
　 日本の国策として、映像の「4K、8K」を広めて世界標準にしようと頑張って

おり、東京オリンピックが絶好の舞台になります。今のテレビは「2K」ですが、
これに対して4Kはデータ量が2Kの4倍、8Kは16倍になっています。現在売
られている「4K、8Kテレビ」は画面のみの4K、8Kでまだチューナーは含ま
れていません。現在番組として、「4K、8K」で試験放送しているのは、スカパー
やひかりTVなどごく一部の放送のみです。4K、8Kチューナーを含むテレビ
は、今秋ころから順次投入され、4K、8K実用放送は2018年12月開始見込です。
画像のきれいさでは、4K、8Kは2Kと比べると段違いで使い勝手がまるでよ
くなっています。かつてパソコンにMacやWindowsが現れて一時代を画した
ようにレベルが格段に違うものの登場となっています。

・「受忍限度」
　 元々騒音をどこまで我慢すべきかという不法行為の成立要件の判断基準でし

たが、今は番組やニュース画像で一般人の顔がどこまで分っていいか（識別
可能性）を問題としています。「写らない権利」が主張されており、インスタ
グラムで映像をアップする際に中心画像の周辺に別の人々の顔が写っていな
いか注意して下さい。訴えられない心得が必要です。今は顔をぼかす技術が
大切になり、各局が技術を磨いています。

・「AbemaTV」
　 YouTube上に開設された無料インターネットテレビ局が「AbemaTV」ですが、

サイバーエージェントが60％、テレビ朝日が40％の出資比率です。きっと放
送局のノウハウをサイバー社が持って行くことになるでしょう。サイバー社
の藤田社長は、「地上波テレビにできないことをAbemaTVで挑戦していきた
い」として「年間200億円の赤字だが投資を続ける（ゲームの利益を投入）」
と述べています。

・「TVer」
　 TBS系キー局と大阪のTV局が協同してネット無料TV「TVer」を立上げました。

これは無料でパソコン・スマホで視聴できますが、CMを飛ばすことはできま
せん。各局の高視聴率番組「逃げ恥」、「離婚弁護士」なども投入し、850万ダ
ウンロードを達成しています。テレビ局は視聴者のビッグデータを自分たちで
持ちたいという基本スタンスがあるのですが、その手掛かりになる見込です。

・「DAZN」
　 有料スポーツ専門ネットTV「DAZN」がJリーグの中継契約すべてを10年間

2100億円で持って行き、100万契約者体制を計画していますが、現在売上165
億円で当分赤字が続きそうです。赤字だから失敗だと断定できないのがネッ
トテレビの実情です。

・ 「Amazonプライムビデオ」は、Amazonがプライム会員を増やすためにプラ
イム会員向けのおまけとして映像を無料で流す仕組みです。現在の売上は業
界6位ですが、作品をDVD化してAmazonで売るため、プレスも倉庫でして
在庫を一切もたない画期的なシステムを作り上げており、テレビ局から最も
警戒されています。

・ 「ネットフリックス」
　 1990年代にアメリカで生まれたウェブサイトでのDVDレンタルに特化した会

社でしたが、定額制で見放題サービスを導入してDVDレンタル全米売上1位
となり、2007年にはネット上のビデオオンデマンド放送に展開して人気とな
り株式公開に至っています。2015年からフジテレビと提携して日本のビデオ
オンデマンド事業に進出し有力な放送となっています。

・ 2018年は「音の時代」となると思われます。ダサい音から卒業し、いい音でス
マートスピーカーを通して生活するパターンが高齢者に広がると思われます。
AIスピーカーは高齢者が孫と話して分からなかったことをAIスピーカーに聞
いて答えてもらうような使い方がすすむように思います。テレビ番組も字幕
より吹き替え版の人気が上がっています。ニュースのアナウンサーにもロボッ
トが入っている時代です。オリンピックの深夜放送はロボットが成績を読み
上げているテレビ局もありました。AIの音声認識機能を活用して字幕を音声
化すれば人手を大幅に減らすことができます。ホームページも音で聞く時代
になってきています。スマホ・タブレットを通して視聴する時代にテレビ局
も生き残りをかけて適応戦の真っ最中なのです。 （要約文責宮下）

　

にこにこ合計23,000円 /今期累計636,180円

小
（ 東 京 中 央 R C ）

川 健 三 様 秋葉会長、あと4ヵ月、まだ4ヵ月！　これからもどうぞよろ
しく。

木
（ 東 京 中 央 R C ）

内 俊 二 様 ニコニコします。  

秋 葉 良 子 会 長 新入会員の宇野様が入られます。若い男性が入られる
事は、我がクラブにとっても大変喜ばしい事であります。

富 田 洋 平 幹事 本日は私の友人阪中（さかなか）様が大阪より当クラ
ブに見学に来て頂きました。ありがとうございます。

石 川 和 子 会 員 3月3日の植樹、お天気にも恵まれ大成功でした。皆様
御協力ありがとうございました。オリーブを収穫できる
10年後までがんばりましょう。

かづきれいこ会員 私共の公益社団法人でのメンタルメイクの認定制
度、内閣府の方で認可いただきます。これから第一歩
なので頑張ります！

黒 岩 友 美 会 員 ゆめ牧場にて植樹、そして昨日はポリオ　チャリティー
コンサートにてギリギリガールズでおどらせて頂きまし
た。素晴らしい時間を有難うございます。

小池富美子会員 昨日銀座ケントスでのポリオチャリティーでの「ギリギリ
ガールズ」のダンスで参加して参りました。参加者の
皆様お疲れ様でした。大成功に終わりとても良かった
です。田園調布ロータリーの冨倉（トミクラ）様よりお礼
の連絡がありました。

時 枝 紀 子 会員 息子夫婦が昨年リリースしたCD、ティー“インターステ
ラー”が、2017年度ミュージックペンクラブの新人賞を
受賞致しました。応援して下さった方々に感謝を込め
て、ご報告させていただきます。

3月３日（土）
「一人一本植樹」
成田ゆめ牧場にて


