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国歌斉唱 

ロータリーソング  ｢奉仕の理想｣ 

四つのテスト唱和 職業奉仕委員会 

来客紹介      ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

会員誕生月お祝い 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 『スポーツフォトグラファーから見た 

グローバルＩＴ活用術』 

 ＷＢＣ ＭＬＢオフィシャルフォトグラファー 

 平尾 光宏 氏 
  

 

 

 
４月生まれの皆さま、おめでとうございます。 

左から、岡部会員・上河内会員・山下江会員 

 

 

 

本日の卓話は、「ｽﾎﾟー ﾂﾌｫﾄｸﾞﾗﾌｧｰから見たｸﾞﾛｰﾊﾞﾙＩＴ活用術」とい

う演題で、ＷＢＣ ＭＬＢｵﾌｨｼｬﾙﾌｫﾄｸﾞﾗﾌｧｰの平尾 光宏 様にお話

をいただきます。平尾様には後ほど、よろしくお願い申し上げます。 

先週は例会がお休みでございましたので、皆様にはゆっくりとお過

ごしになられたことと思います。私も、あと３カ月を残すのみとなりま

したが、これからも気を抜かずに一所懸命、努力して参りますので今

後ともご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 

さて、３月２０日には、第２０回地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ杯ＲＣ親善野球大会の前

夜祭が、関係各位臨席のもとに盛大に開催されました。当ｸﾗﾌﾞは、

呉二河球場で２２日、２３日の試合を勝ち抜き、４月２０日の光ＲＣと

の決勝戦に進むことができました。当日は１２時３０分に試合開始予

定でございますので、お時間がございましたらﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑに応援

にお出でいただきたいと思います。また、同じく４月２０日には、社会

奉仕員会の開催する「ｻﾆｰﾋﾟｱ銀河ｸﾙｰｽﾞ」も開催されますので、会

員の皆様にはこちらの行事へのご協力もよろしくお願い申し上げま

す。３月２４日には国際奉仕委員会が開催され、ﾀｲ小学校浄水器設

置事業の報告、決算の報告をいただきました。国際奉仕委員会の皆

様には、この事業にご尽力いただき心からお礼を申し上げます。 

また、この事業につきましては山本正会員にお世話をいただき、予

定では４月９日の中国新聞夕刊の「デルタ」に記事を掲載していた

だけることになっておりますので是非ご覧ください。 

３月２７日には第３回創立４５周年実行委員会が開催され、進捗状況

の報告をいただきました。皆様にご協力をいただき、少しずつ形が

見えてきておりますが、４月１７日にも第４回実行委員会が開催予定

でございまして、この会が最終実行委員会でございますので、実行

委員の皆様にはよろしくお願い申し上げます。４月２４日の創立４５

周年記念例会が、皆様の力で盛大に開催され、すばらしいものにな

りますよう願っております。 

最後に、３月２８日から３０日まで、米山学友会の事業で米山奨学生

と地区学友会生２０名が参加し研修旅行に行って参りました。関西方

面に参りましたが、学友会では皆さんからいただいた賛助金を原資

として活動をしておりますので、無駄遣いの無いよう夜行バスで移動

しております。私には厳しい旅行ですが、元気なうちは精一杯応援

していこうと考えております。この活動によって米山奨学生が少しで

も日本を好きになってくれ、日本や日本人の考え方を理解してくれ

るよう願っており、これこそが国際親善の近道であると信じておりま

す。今後とも、ご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。 
 

 

 

*例会終了後、今年度理事会を開催します。 

*ガバナー月信（ＢＯＸ配布物） 

*卓話資料（ＢＯＸ配布物） 
 

 

 

出席委員会 炭田会員 

海外でメークアップをされた方をご紹介します。佐藤会員が仕事で 

■本日の例会    ２０１４年４月１０日（木）    第２１７４回 

ロータリーソング 「われらの生業」 

来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

連続出席表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告等 

ニコニコ箱 

卓話時間 『タイ・ピチット地区小学校への 

         浄水器寄贈事業報告』

 国際奉仕委員会 

前回例報告     ２０１４年４月３日（木）   第２１７３回 

会長時間               会長    庄子 佳良 

幹事報告               幹事   久保 豊年 

誕生月会員お祝い 

委員会報告 



 

2 

訪れたハワイで、ホノルルＲＣの例会に出席されました。スピー

チなども頼まれたようです。皆さんも旅行に行かれた際には、現

地のロータリークラブで是非メ－クアップをしてみてはいかがで

しょうか。 
 

 

 

ゴルフ同好会  佐藤会員 

３月例会優勝者 

上野 淳次 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【自主出宝】 

庄子会員･泉会員･久保(豊)会員･東会員･越智会員 

平尾様、本日はようこそ当ｸﾗﾌﾞにお越しくださいました。卓話よ

ろしくお願いします。 

坪内会員･二井本会員･中嶋会員･増田会員･上河内会員･菅 

会員 平尾さん、本日の卓話楽しみにしています。 

久保(豊)会員･東会員･越智会員 四つのﾃｽﾄを飛ばしてしまい

ました。大変申し訳ありません。 

上河内会員 ４月３日生まれの上河内です。誕生日を祝ってい

ただきありがとうございます。誕生日当日が例会日というのは気

持ちいいもんですね。 

岡部会員 誕生日のお祝いありがとうございます。ＯＫＢも５０に

なります。新たな５０年に向けて頑張ります。 

上野会員◇ 多打喜会優勝＆アンダー分です。 

 

当日計 18,000 円（内、ｗｅｂ6,000 円） 累計 1,355,700 円 

★=10,000 円 ☆=5,000 円 ◆=3,000 円 ◇=2,000 円 
 

 

 

 

『スポーツフォトグラファーから見たグローバルＩＴ活用術』 
 

ＷＢＣ ＭＬＢオフィシャルフォトグラファー 

平尾 光宏 氏 

  

・タブレットの活用

でこんなに便利な

時代に 

日本と南半球とでも

その場でリアルにつ

ながる時代。 

実例からみなさんが

携わられている事

業やイベントにも活

用することも可能です。 

私の友人が１月、豪州にフリープラン旅行をした際、サポートす

ることも簡単でした。友人にはスマートフォン及びタブレット端末

を持参頂きにその端末宛てに翌日の予定、天候、気温、道路状

況、観戦する大会会場の各コートの試合進行状況、フライト状

況などを送信ライブカメラを使用することで日本にいながらも現

地の人と直接会話が出来ましたので何かあった場合でもサポー

トすることも可能でした。 

簡単に海外ともつながる時代ですので携われている事業やイベ

ントに応用し活用することも可能だと思います。離れた場所の現

状確認や映像を見ながらの現地スタッフへの指示、海外支援を

行った学校の生徒とのライブ交流など、考えて行けば無限の可

能性があります。 

 

・フェイスブック、ツイッター、ラインなど近年よく耳にするＳＮＳも

活用次第で大きな宣伝ツールに利用できる時代に 

プロスポーツに限らずアーティストのコンサートにも取材に行か

せて頂いているのですが特に日本とアメリカでは大きく意識が違

うと感じたことがありました。それは、コンサートや試合会場での

写真撮影の意識の違いです。日本ではコンサートやインドア系

のスポーツイベントなどの多くが撮影禁止をされていることはご

存じかと思います。 

海外では現在の状況に適応すべく撮影を禁止させるのではなく

ルールを設けて撮影を許可するスタイルが多くなってきています。

今の時代、いいもわるいも体感、体験したことはすぐにSNS等に

感想などを投稿されてしまう時代ですので全てを禁止にするの

ではなく観客、来場者の撮影行為を禁止してしまうのではなく宣

伝に使えないかと言う発想です。 

例えばコンサートで多く見かけるのは本編全てを公開はされたく

ないアーティストやイベント主催者が考えたのはオープニングか

ら数曲のみ撮影可能としたり本編の撮影は禁止するものの本編

とは関係のないアンコールは撮影可能などルールを設けて撮影

を許可しています。ルールを設定している以上、違反行為があ

れば即、会場から退場させられます。 

昨年、１１月に来日しポール・マッカートニーの日本公演。彼ほ

どのビッグアーティストでさえ観客の口コミという広告を利用して

いる一人でした。プロ機材を含むデジタルカメラ、ビデオカメラ等

の使用は禁止、撮影は携帯電話及びiPad等のタブレットの静止

画のみ（動画は不可）と言うルールで撮影の許可をだしていまし

た。するとコンサート終了後、内容を見た観客がすぐさま写真を

投稿、結果的に大きな宣伝効果を生むこととに成功しました。こ

のように今の時代に適した形でＩＴを活用することで大きな宣伝

効果も期待できる可能性がでてきました。 

ＮＢＡ（バスケット）やＮＦＬ（アメフト）プロテニスツアーでもコンパ

クトデジタルカメラ等での撮影は認められている場合が多いで

す。 

 

・撮影を許可するなら大会やイベントの宣伝につながることまで

しっかり考えてられていると言う話しです 

撮影させることを計算し選手やアーティストの背景に広告等のＰ

Ｒが映り込むように看板やポスター等を配置するまでしっかりＩＴ

広告戦略として考えられています。 

イベントなどを行う場合でもイベント主催者だけの発想で開催と

いうのではなくプロモーションの意味合いからもメディア等の報

道や一般参加者などに撮影して頂くことも含めしっかりコンセプ

トを行い実行することによりイベント主催者の開催したという満足

に終わることなく参加された方々に喜んで頂くことを考えつつＰ

Ｒにもつながるような仕掛けをつくることも大切になってきていま

す。 

自分たちでイベントをつくれば費用を抑えられると言う考え方も

ありますが、イベントの成功の陰にはイベントプランナーという見

えない部分の仕事を行う方々の存在も大変重要になると思いま

す。日本で良くあるのはイベント主催者の方々が主役となり取材

に来るならどうぞ取材という意識や撮影ポジションに関してもベ

ストポジションでは無いまったく考えられていない場合が非常に

多くもったいないなぁと感じる事がよくありました。 

卓話時間 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 

同好会報告 
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海外でのイベント作りはその点、非常に明確でした。 

メディアの力を借りることでも計算していると言う事です。大会や

イベントで良い写真や映像を撮って頂くことで使用や掲載される

確率が上がります。結果、多く取り上げられる事でイベント価値

を向上させることになりその為にはメディアや一般参加者も巻き

込むのが一番だという事もよく理解されています。 

 

・ビジネスからみたＩＴ活用 

オフィスや自宅にいながら離れた場所の写真や映像を簡単に

見ることが出来る時代です。 

１．広島にいながら遠隔地に住むスキルを持った人達に仕事を

依頼することも可能。 

２．遠隔地とつながる事で無限大の可能性が広がります。ＩＴを

活用することで主婦、高齢者、過疎地域に住む人達のスキル

も利用できる時代になりそれぞれが持つ専門知識を広島にい

ながら依頼することが可能です。また、お金では買えない高

齢者が持つ経験、スキル、技などもなどもっている方々や各

地に住む潜在能力を持った人にビジネスチャンスをもたらせ

ることが出来ると思います。 

フルタイムで働くことが出来ない主婦にでも能力を持った人

達は多くいると思います。そう言う人達とのビジネス展開も可

能な時代です。 

 

・高齢者にこそＩＴ活用を 

パソコンの操作やキーボード入力は無理と思っているそんな高

齢者の方々でもタブレット端末を使う事で簡単に手書き文字を

文そのままを送信可能です。（実例を表示しました） 

若いからこそ出来ることもありますが、また逆に高齢者だからこそ

の経験やスキル、匠の技もあるはず高度成長期を支えた人達の

経験値は財産だと思います。ネットで検索すれば答えがわかる

時代だからこそ経験、体験したことを活用できるのでは？と考え

ています。 

高齢者の方々に活躍してもらうことが出来れば社会の活性化に

もなるはず！今、よく言われるのは介護ロボットとかそう言う発想

が主流でどちらかと言えば弱者としての高齢者支援が主な目的

だったと思います。このような方向性ももちろん重要なのですが

元気な方々もたくさんいらっしゃる今の時代戦力として活用でき

ないかと思いました。 

 

テレビや新聞雑誌とは異なりホームページ等にアクセスしてもら

うのは大変 

 

・ALL DREAM NET の実例 

みなさんはこれから話す内容をご存じでしょうか？ 

アメリカンフットボールの全日本選手権が一昨年に続き今年も

広島で開催されること市内にライフル射撃場があり国内の中で

はとても立派な施設として有名だという事広島唯一の社会人の

チアリーディングチームがあり全日本選手権に出場されているこ

と。 

つい先日に実際あった東広島市在住のアスリートの話です。 

廿日市で開催されているトライアスロン大会で３連覇を果たした

彼女がその脚力を活かし昨年の夏、自転車競技に初挑戦。 

広島県代表として全国都道府県対抗ロードレースに出場し優勝。

と言う事は全国一という事ですが広島のメディアには取り上げら

れる事はありませんでした。 

そんな彼女が３月広島空港の横にある中央公園で開催された

自転車の西日本ロードレース大会、彼女にとって地元での開催、

しかも凱旋となる大会に出場し優勝。地元で開催された大会で

もメディアはいませんでした。 

広島にもカーリングチームがあることをご存じですか？ 

先日開催された全日本選手権大会では１回戦でオリンピック出

場チームと戦いました。 

今話した選手やチーム、協会にはホームページ等も制作され公

開されています。 

 

・ホームページを開設するのは簡単ですがアクセスしてもらうの

は大変。 

この中にはホームページなど制作されている人も多くいらっしゃ

ると思いますのでご自身の状況に置き換えて考えて頂きたいと

思い、実例をもとにお話しさせて頂きました。 

 

・ホームページはＴＶや紙面媒体とは全く異なるものだということ 

テレビや紙面媒体の広告は費用もかかるが見て頂ける可能性

があります。テレビを付けると見たい見たくない関係無しに放送

されるＣＭ、新聞や雑誌などではページをめくると自然と目に付

く広告。駅や電車の中、また街を歩けば視界に入る場所にある

街頭広告など至る所に広告がありますが目に付きやすいほど、

広告料は高額なものになっています。 

その点、ホームページなどは制作にかける初期投資を省けば比

較的安価に宣伝広告をすることができると思われますが実は作

っただけではアクセスしてもらうことすら難しいのも事実です。 

テレビや誌面媒体と異なりパソコンやスマートフォンを操作する

人の頭の中に例えば女子硬式野球とかライフル射撃などのキー

ワードが無ければ検索ワードとして入力してもらう可能性が限り

なく０に近いんです。 

企業、お店、競技、選手、アーティストどのホームページにでも

言えることです。 

じゃあ、ホームページやブログは無駄なのか？と言えばそうでは

なくすでにその企業、お店、選手や競技などを知っている人に

対してより知って頂けるツールとしては非常に大切なんです。 

例えるならすでに１の情報を知っている方々に対してその情報

を２や３へとより知って頂ける、深める、よりファンになって頂く為

には必要なんです。 

まったく知らない人に知って頂く、アクセスして頂くにはどうすれ

ばいいのか？ 

そのことを考えて行動したのがオールドリームネットという異文化

交流ネットワークです。 

オールドリームネットの実例で話しながらなぜ、異文化交流が必

要なのか？を伝えて行く事ができればと思っています。 

 

 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１４年４月３日（木） 会員数 ８３名 

出席 ６４名  欠席 １９名 

来賓  １名  来客   １名  ゲスト １名 

３月１３日例会出席率  １００％ 

■来客紹介  ロータリー家族親睦委員会 

平尾 光宏 様（卓話来賓） 

鶴原  学 様（卓話ゲスト） 

佐藤 悟朗 様（広島） 

■次回例会  ２０１４年４月１７日（木） １２：３０～ 

卓話 『原発事故から 3 年、避難者の想い』 

    フォトジャーナリスト 小原 一真 氏 

食事 幕の内 

※例会終了後、最後の創立４５周年実行委員会を開催し

ます。資料など配布するものは早めに事務局にお申し

つけください。 


