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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「それでこそロータリー」

●ゲストの紹介

　株式会社カプコン　取締役会長　辻本憲三様

　株式会社カプコン　常務執行役員　

　　　eSports統括本部長　荒木重則様

●出席報告

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事報告」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　　話

　　「eスポーツビジネス概要と将来性について」

　　　　　株式会社カプコン常務執行役員

　　　　　　　eSports統括本部長　荒木重則様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

3/9（土）　IMロータリーデー

　　　　　　　　（スイスホテル南海大阪８階）

3/13「八尾市における不登校に対する取り組み」

　八尾市教育センター指導主事　藤原　雅樹様

3/20　「インターアクト活動報告」

　金光八尾高校インターアクトクラブ　前田裕子様

　本日は、外交評論家の加瀬英明さんが興味深い

話をされていましたので、ご紹介します。

　日本人が現在、平和に暮らせている理由につい

て、その原点は「女性をどのような位置でとらえてい

るか」ということにあるのではないか、という意見です。

　考えてみますとカーナビの音声をはじめ、電車や

飛行機のアナウンスは、ほとんどが女性の声です。

しかし加瀬さんによると外国では、ほぼ男性の声な

のだそうです。

　これは意外でしたが、日本では男性の音声はあ

まりなく、ほぼ女性ではないかと思います。

　日本人は、女性に指示されると素直に聞くことが
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できるのかもしれません。逆に男性に言われると、

少し反発を覚えたりもします。

　これは日本で、母親が家庭の中心となってきた歴

史に関係あるのかもしれません。男たちも女性の声

には従順に従う、ということでしょうか。

　そういえば祖国のことを母国とも呼びますし、出身

校も母校と言います。大きな敷地に住む方は、その

中で一番大きな建物を母屋と呼びます。このように

生活の中でも、「母」を使った言葉が多くあります。

西洋でもmotherlandと言われます。

　女性の方が弱いと、女性がわがままになってしま

う傾向があるのかもしれません。日本では男性の方

がわがままで、長い歴史の中で女性が強かった。

だから安寧が続く、と考えることもできるのではない

でしょうか。

▼16日に地区ロータリー財団補助金セミナーが開

催され笠井・飯田・北野・曽家・川田会員に出席い

ただきました。

▼本日午前中に八尾市青少年問題協議会が開か

れ、小谷会員に参加いただきました。

▼24日、地区米山奨学生の修了式と歓送会が行

われ、幡田・坂本会員に出席いただきます。

▼クラブ研修委員会・中西　啓詞　委員長

　第２回の新会員研修を、3月13日午後4時からこ

の会場で開催します。定款・細則についての勉強

会と、意見交換会を実施します。また引き続き、籠

乃屋で懇親会も予定しております。

　出欠の回覧をしますので、既存会員の方も多数

ご参加ください。

▼米山委員会・幡田　賀紀　委員長

　米山奨学生のマクドナルド・ミカエラ・マリさんが卒

業されますので、送別会を3月20日午後6時から開

催します。皆様ぜひ、ご参加ください。

▼ゴルフ部・大槻　恭介　部長

　4月18日に八尾東ＲＣのホストで、四輪会ゴルフコ

ンペが飛鳥CCで開催されます。ご参加をお待ちし

ております。

「経営者に求められる災害への備えとは」

▼京都大学防災研究所教授・多々納　裕一　様

　私は島根県の出身で、大学卒業後、島根県庁に

務めました。その後、鳥取大学へまいりました。

　専門はもともとは土木だったのですが、現在は災

害リスクの管理などに携わっています。

　地震などの災害に関するリスク情報の開示に関し

て大阪府は、全国の自治体の中でも結構充実して

いると思います。ホームページにさまざまな情報が

提供されています。

　それを見ますと八尾市は、水害のリスクは府内の

他地域と比較してそれほど高いわけではありません。

ただ、土砂災害に関しては、八尾市は山麓部を中

心に、あまりよろしくないようです。警戒しておく必

要があると思います。

　地震については上町断層帯などの影響も考えら

れ、震度６強の揺れに見舞われることもありうる状況

で、液状化の危険も八尾市には結構あります。

　地震発生時には、地盤への影響が出るかもしれ

そ の 他 の 報 告
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ませんので、ご注意ください。

　地震で水道が止まり、停電が発生する危険もあり

ます。中でもガスが少し厄介で、時間がたっても八

尾はなかなか復旧せず残っていると予想されてい

ます。もしかすると、復旧の優先順位が低いのかも

しれません。

　また本日、この会場へは車で来たのですが、八尾

の町の中には道路が狭いところもあるように感じま

した。

　八尾市では特に土砂災害や液状化が心配です

が、ライフラインの復旧にも備えなければなりません。

　たとえば水道では、まずは家庭用水道の復旧が

優先されますので、工場などの工業用水道は後回

しにされる可能性があります。こうしたリスクも、会社

としては頭に置いておくべきでしょう。

　災害リスクの管理手段としては、次の４項目が必

要です。

１）回避・抑止

２）軽減

３）リスクの移転

４）保有

　１で被害をゼロにすることをめざし、２で被害が発

生しても極力小さくするよう努めます。

　３ではリスクを自分一人で抱えるのではなく、分散

します。皆で分担する保険などが、これにあたりま

す。４は、貯金で対応するため積立金を準備してお

く、などです。

　災害への対応について、どういうリスクがあるのか

を認識し、その上で全体像を把握するのが、経営

者の役割です。

　リスクの構成要素には、地震などのhazard、危険

にさらされている人口や資産のexposure、備えが低

く脆弱なvulnerable、の３つがあります。

　災害によりたとえ会社の売上が落ち込んだとして

も、できるだけその落ち込みを小さくするとともに、

できるだけ早く回復させる必要があります。

　たとえばリスクを移転したとしても、命のリスクは残

ります。そうしたことも含めて、対策を検討しておく

必要あります。

　研究で過去にアンケートを実施したのですが、そ

の結果を見ますと、やはり売上の落ち込みが大き

いほど、元に戻るのには長い時間がかかっていま

す。

　また復旧にかかる費用は、非製造業より製造業の

方が大きくなっています。そして設備の被害より、営

業利益の損失が10倍ぐらい大きかったことがわかり

ました。

　だからBCP（事業継続計画）が重要になってきま

す。災害に見舞われてもいかに早く回復するか、こ

れに備えておくのは誰か、などを考えておかなけれ

ばなりません。

　この組織で何が問題で、何を守るのか、ということ

はトップが言わないとだめです。危機管理には当然

トップが出ていかねばならず、トップの関与が不可

欠です。

　佐々淳行氏の言葉に「リスク管理は金勘定である

のに対して、危機管理は存亡の管理である」という

ものがあります。

　危機管理の６つのステップを、資料でご紹介して

います。まずは危機の認識が重要で、危機に直面

していることを素直に受け入れることが大切です。

　まずはリスクを知って、自社の準備状況を知ること

で、対応が必要な場面を認識してください。そして

BCPなどを整え、優先順位を持つことが必要です。

命を最優先に、次は自社の利益よりも公益を優先

した方が、実は早く回復できます。

　本日の話を少しでも参考にしていただければ、幸い

です。



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 相馬　康人　　副委員長 ▼ 山本　隆一
委 　員 ▼ 吉本　憲司　　津田　伸一

■ 出席報告

月日

2/6

2/13

2/20

会員数

62

62

62

出席

44

44

47

うち出席規定
適用免除者

13

12

17

メーク
アップ

2

出席率

81.48％

83.02％

81.03％

確定
出席率

85.19％

▼山本会長　多々納様、本日の卓話、よろしくお願

い申し上げます。

▼稲田副会長　多々納先生、本日卓話よろしくお

願いします。

▼柏木副会長　多々納教授、本日卓話よろしくお

願いします。良い事が有ります様に。

▼澁谷幹事　多々納先生、卓話宜しくお願いしま

す。奥田様ごゆっくりお過ごし下さい。

▼中川（將）会員　多々納先生、本日の卓話宜しく

お願いします。

▼中川（廣）会員　良い事が有ります様に。

▼川田会員　多々納先生、本日卓話よろしくお願

いします。

▼濵岡・津田会員　例会欠席お詫び。

▼長竹会員 早退お詫び。

▼野村会員　中川廣次さん、多分良い事が有りま

したね？

▼小谷会員　久し振りに八尾図書館に行って、大

好きな今東光の本を借りてきました。

▼福田会員　オリンピックメダル先週初めてさわら

せていただきました。

▼富田会員　何か良い事が有ります様に！！いつ

もニコニコ箱ありがとうございます。

▼幡田会員　いつもたくさんのニコニコありがとうご

ざいます。

▼相馬会員　地区の財団委員会、初めて出席させ

ていただきました。大変良い刺激となりました。

今後の予定

国際ロータリー　2019-2020年度

マーク・ダニエル・マローニー会長

（アメリカ・アラバマ州 ディケーターＲＣ）

ニ　コ　ニ　コ　箱

2019-20年度
　ＲＩテーマ
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月 火 水 木 金 土 日

理事会

地区チーム
研修セミナー

地区補助金
管理セミナー

月

平和と紛争予防／
紛争解決月間

月 火 水 木 金 土 日

理事会

移動例会

（例会→
　3/9に変更）

IM第4組
ロータリーデー

PETS（会長エレクト
研修セミナー）

水と衛生月間

月


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf

