
 

 

第 929回例会 2017年 3 月 7 日 

   
 
司  会       中澤 信敏君 
開会点鐘       西澤 文登君 
斉  唱  「国歌斉唱」「奉仕の理想」 
慶  祝 
 
 
 
 
  皆出席   水野 泰雄君(7 年) 

 誕生祝   杉山  裕君(1 日) 
       山崎 芳雄君(7 日) 
       山﨑 博太君(27 日) 
 結婚記念祝 鹿志村恭彦君(10 日) 

委員会報告 
 ・社会奉仕委員長  北村久文君 
 「書き損じハガキ」ご協力のお礼 
 ・広報情報委員長  横沢 正君 
 
 
 
 
「ロータリーの友」紹介 
プログラム   
 ・会員卓話  中沢利樹男君 

 
 

第 1例会日が創立記念日でない訳  
              西澤文登君 

先日はクラブ創立 20
周年記念例会、皆様お疲
れ様でした。委員の皆様
はじめ全員が一つになっ
ての盛り上げは素晴らし

いものがありました。ご苦労いただいた皆
様に心から感謝申し上げます。 
 当日の原ガバナーのご祝辞の中で、「クラ
ブ計画書に第 1 例会は 1997 年 1 月 21 日
とあるが、創立記念日が何故 2 月 18 日な
のか？」というお尋ねがありました。その
場で私は「創立総会まで例会開催を待って
いられなかった」などと曖昧なことを申し
上げたかと思いますが、実はこれは当初か
らの計画でした。創立総会はロータリーの
創立記念日 2 月 23 日に一番近い例会日の
火曜日、つまり 2 月 18 日に行うというこ
とに決まっていました。創立会員（チャー
ターメンバー）は上田東 RC からの移籍 10
名、上田 RC からの移籍 3 名に新規会員を
加えて創立総会までに入会した人というこ
とにしました。1 月 21 日、28 日、2 月 4
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日に例会を行い、2 月 18 日の創立総会に臨
みました。2 月 11 日は建国記念の日で法定
休日です。3 回の例会を行うことによって
ロータリーが初めての方に「ロータリーが
何たるか」を学んでいただくこと、創立総
会までに一人でも多くの新規会員を獲得す
ることなどが狙いでした。2 月 4 日には総
会のリハーサルをやったと思います。つま
り 4 回目の例会プログラムが創立総会とい
うことだったのです。総会開催日が創立記
念日であるということです。 
 鹿志村君が転勤で 3 月いっぱいで退会さ
れるということになりました。有力なメン
バーを無くすということは大変残念なこと
ですが、社命とあらば仕方ないことです。
鹿志村君には新任地で頑張っていただきた
いと思います。後任の方にもぜひ入会いた
だいて一緒に活動したいと考えています。
急なことでしたので、先ほど松澤幹事と相
談して、鹿志村君の送別会を来週 3 月 14
日夜に行うことにいたしました。当日は新
旧合同の理事会ですので、理事会終了後、
午後 7 時ごろから送別会にしたいと思いま
す。場所はアルペジオです。追ってご通知
いたしますが、多くの皆様にご出席いただ
きたいと存じます。 
 一昨日、長野県の防災ヘリコプターが墜
落するという大事故がありました。隊員 9
名の貴重な人命が失われました。上田広域
消防から派遣されていた甲田道昭様も殉職
されました。甲田様はじめ災害に遭われた
皆様のご冥福を心からお祈りする次第です。
災害に遭った人達を救出する役目の人が災
害に遭うとは、何とも皮肉なことです。2
度とこんなことが起こらないように事故の
原因を調べ、対策を講じていただきたいと
願うものです。 

松澤 一志君 
1. RI より 

・the rotarian 2 月号・3 月号 
  ・3 月 ロータリーレート 1＄=116 円 
 ・会員増強詳細報告 

・コーディネーターニュース 3 月号 
2. 米山奨学会より 

・ハイライトよねやま 203 号 
・1 月の寄付金傾向 

3. 地区事務所より 
・ロータリー財団寄付明細表 

4. ＡＭＵより 
・学習部会のお知らせ  

5.  元事務局宮本洋子様より 
・式典のお礼 

6. 理事会より 
・２月理事会議事録 

恵送 
1. 桐生赤城 RC 様 ・丸子 RC 様 ・上田西 RC

様・東御 RC 様・・会報 
2. 東日観光より・・ 

アトランタ大会旅行募集案内 
3. オクトンより・・カタログ 

全会員配布物 
1. 当クラブ会報  第 927 号・第 928 号 
2. ロータリーの友 3 月号 
3. 月信      3 月号 
4. 地区大会報告書 

その他 
1. 次週 3/14 は新旧合同理事会です。 
2. 事務局プリンタについてお願い。 
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田中 栄一君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日 21 5 - 76.19％ 
前々回 23 3 1 91.30% 

西澤文登君 創立 20 周年記念例会、皆様お
疲れ様でした。持ち場持ち場
でがんばっていただき、あり
がとうございました。 

飯島俊勝君 20 周年式典及懇親会。皆様の
ご協力で無事終わる事がで
きました。ありがとうござい
ました。 

柄澤 堯君 奥様方の出席をいただき素晴
らしい式典・祝賀会が出来ま
した。 

松澤一志君 20 周年記念祝賀会成功理に
終わりました。委員会の皆様
ありがとうございました。 

宮原宏一君 20 周年記念式典、お疲れ様で
した。 

北村久文君 先日はご苦労様でした。 

水野泰雄君 20 周年記念お疲れさまでし
た。新しいスタート～みんな
の笑顔がステキです！ 

中澤信敏君 20 周年事業は皆様大変おつ
かれさまでした。良い内容で
したね。 

中沢利樹男君 20 周年記念式典、お疲れさ
までした。 

鹿志村恭彦君 20 周年式典誠にご苦労様
でした。私事ですが、春の転

勤が決まり、愛知県刈谷にい
く事となりました。 

西澤尚夫君 本日より 10 日まで東京ビッ
クサイトにてセキュリティー
ショーに出展しています。お
出かけください。 

田中栄一君 1 ヶ月ぶりに出席しました。
中沢様の卓話楽しみにしてい
ます。 

杉山 裕君 先日誕生日の記念に坂城と上
田の間の和合城に登ってきま
した。誰もいませんでした。 

肥田野秀知君 生川 秀樹君 
山田  豊君  

会員卓話  中沢利樹男君 
～ネット動画配信の進展でテレビが変わる～ 
 
１．ネット動画配信の動向 

（事業としての配信） 
（１）モバイルキャリアの提供  

（スマホで視聴） 
   ＮＴＴドコモ  ｄTV 
   KDDI     ビデオパス 
（２）海外の映像配信会社の日本進出 
   2011 年 8 月  Hulu 
   2015 年 9 月  Netflix 
 ※ 有料のカベ・民放の危機感 
  Hulu →  日本テレビの傘下 
  Netflix → フジテレビと提携 
 
２．テレビ局の対応 
（１）ＮＨＫ 
 2008 年 12 月 ＮＨＫオンデマンド開始 
       特選見放題パック 
       見逃し見放題パック 
 ※有料（972 円）  
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コンテンツの二次利用 
コンテンツの充実 

（２）民放キー局 
2015 年 10 月 TVer 

（民放公式テレビポータル）開始 
       民放５社共同の見逃し対応
（各社の動画サイトのポータル的側面も） 
※無料 違法動画対策が主 
・・・コンテンツはあまり充実していない 

各社の温度差あり ジャンルも偏り 
 
３．インターネットテレビ局とテレビ局の
ネット同時配信 
（１）AbemaTV  

無料のインターネット放送局 
・アニメ、ニュース、ドラマ、バラエティ

など 25ｃｈ 
・スマホ、タブレット、テレビでも 
・ＣＭ収入で無料放送    
・サイバー・エージェントとテレビ朝日が

出資 
（２）既存テレビチャンネルのネット同時

配信の動き 
  総務省 2020 年までに実現を目指す 
  ＮＨＫ2019 年放送法を改正し同時配

信開始を目指す 
  民放 2017 年中に 方針を決める 
 
４．コンテンツ共同制作 
（１）ネット動画で制作・配信した番組を

テレビ局が購入して流す 
  ・ 「火花」 お笑い芸人又吉直樹の芥川賞

受賞作 
 Netflix が制作(全 10 話)し、 

独占放送→ ＮＨＫが購入し放送 
（２）テレビ局とネット動画の共同制作 
  ・ 「銭形警部」 日本テレビ、WOWOW、

Hulu が共同制作・配信 
2017 年２月１０日   日本テレビ放送 

メインストーリー 
２月１０日～ Hulu 

「真紅の捜査ファイル」（４話） 
２月１９日～ WOWOW  

「漆黒の犯罪ファイル」（４話） 
 
５．スポーツコンテンツ争奪戦  

ネット優位の先駆け 
J リーグ リーグ戦全試合有料放送放映権 
 昨年まで スカパー （30 億円程度） →

英国パフォーム社（10 年 2100 億円） 
ネット配信 DAZN （ダ・ゾーン）での

み配信 
※今年からＪリーグの放送は民放、ＮＨＫ

以外はネット配信のみ 
  DAZN は ＮＴＴドコモ と提携 
  DAZN for docomo 

月額 1750 円が 980 円に 
 
６．問題の露呈 
ネット配信 
・利用者が集中する（トラフィックが増 

大）と停止したり動きがおかしくなる 
（カクカクする）問題がある 

・２月２５日開幕のＪリーグ 
 放送できない試合や放送中停止する試合 

が発生→ 放送の世界では“重大な放送
事故” 

日本のインフラ、バックボーン回線が、増
大するトラフィックに耐えられない問題が
ある 
 
放送とネット配信の利点・弱点を配慮した
進展が望まれる 
     


