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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「国歌」「奉仕の理想」

●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

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

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

3/27 中国薬膳料理研究所家　宮武衣充様

4/3　阪急電鉄株式会社相談役　大橋太朗様

　先日の2月23日は、何の日かご存知でしょうか。

1905年にシカゴで、ポール・ハリスらが初めて集

まった日です。この日がロータリーの創立記念日に

なっています。

 またこの日からの１週間は世界理解と平和週間と

位置づけられています。そして今月は、平和と紛争

予防／紛争解決月間です。先日卓話をしていただ

いたバッティー君は、非常にタイムリーなテーマで

した。

 現在の戦争は、国対国ではなく、国家対反国家と

いう構図の時代になっています。争いがどうしても

やまない根底には、貧困あがるのではないかと思

います。

 年度当初の私の会長所信でもふれましたが「教育

と躾」、こうしたところに根があるのではないかと考え

させられます。

 設立当初に比べロータリーはとても大きな組織に

なりましたが、一方で紛争の解決はますます難しく

なってきています。現在のロータリーが置かれてい

る状況を見て、ポール・ハリスも驚いているかもしれ

第2808回　例会　プログラム
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インスピレーションになろう
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会　長　の　時　間



ません。

▼24日、米山奨学生の修了式と歓送会に、坂本・

幡田会員に参加いただきました。

▼28日に金光八尾の卒業式が行われ、会長ほか

で出席いたします。

▼本日、濵岡・児林・小谷会員に、越中RCを訪問

していたいだいております。

▼3月6日、大阪フレンドＲＣの20周年講演会と祝賀

会に、会長ほかで参加いたします。

▼またこの日、越中八尾ＲＣの例会に私ほかで出

席いたします。

▼次週3月６日（水）は、例会はお休みです。なお9

日（土）のロータリーデーに合わせ、正午から例会

を行います。

▼ロータリー財団委員会・飯田　寛光　委員長

 1月30日に卓話をしていただいたバッティー亜夢

斗さんが、就職でオランダへ行かれました。飛行機

の出発数時間前にメールをいただいたので、ご紹

介します。

 「先日の卓話やディスカッションでは、自分の知識

不足を痛感しました。これからは勤務を通じて向上

していきたいと思っております。これからもよろしく

お願いいたします」とのことです。

 八尾に来ていただいた際も、慎重に言葉を選んで

話していた姿がとても印象的でした。

▼クラブ研修委員会・長竹　浩　副委員長

　3月13日に新入会員の研修会を開催します。入

会３年以内の方は、ぜひご参加ください。

　また親睦活動委員会からですが、春の親睦旅行

の日程が決定しました。4月14～15日に伊勢方面

を訪問します。特急「しまかぜ」に乗り伊勢神宮を公

式参拝後、賢島で宿泊します。会費は会員25,000

円、ご家族20,000円です。奮ってご参加ください。

「世界最高と評価されたケンゾーエステイトワイ

ンについて」

▼株式会社カプコン　辻本　憲三　代表取締役

会長

　私は大阪RCに所属し

ておりますが、高井さん

はワインでよく存じ上げ

ております。本日はｅス

ポーツの話ですが、

せっかくの機会ですの

で、ワインについても少しだけ、映像を見ていただ

きながらお話ししたいと思います。

　畑を作ってからワインを出荷できるようになるまで

にはかなりの年月が必要とされていますが、たった

20年でこんなに高い評価のワインができた、と関係

者の皆さんには驚かれます。

　私どものワインの評価は95点以上ばかり、つまり

ほぼ100点ということです。よくここまできた、と我な

がら思います。せっかくだから日本で飲んでいただ

こうと８割以上は日本に、そして残りはアメリカで販

売しています。

　ワインは１本100ドル未満では高級品にはなりませ

ん。ただ、ハーフボトルを半値で売り出してみるとこ

れがなかなか好評で、今はハーフの比率が増えて

いる状況です。このように、いろんな工夫をしてきま

した。

　現地の土地は、大阪市北区と同じぐらいの面積

で、高低差があり海抜もいろいろです。全部で約14

万本の木がありますが、根が石などにぶつかり、丸

まってはいけません。全部でなくても、数万本だけ

が混ざっても、ワインの味がおかしくなるのです。

　そこでダイナマイトを使って、地中の石を掘り出し

たりしました。おかげでその後、品質が非常に安定

してきました。

　1990年代に任天堂とゲームを売りまくったので、

「社会貢献として何かほかのことを」と、ワインづくり

を始めたのです。

　ところでｅスポーツについては今や、世界中で何

億人もの人が見たり参加したりしています。どんど

そ の 他 の 報 告

卓　　　話

幹　事　報　告



ん時代は変わっていく中で、日本も負けないように

頑張っていかねばならないと、私も思っています。

「eスポーツビジネス 概要と将来性について」

▼（株）カプコン　常務執行役員　eSports統括本

部長　荒木　重則　様

　当社では30年前に両国国技館でゲーム大会を

行った経験がありますが、その後のインターネットの

普及で、今や視聴率が一気に伸びました。

　さらにネットのおかげで遠隔地でもゲームの対戦

ができるようになりましたし、それを見てたくさんの

人が熱狂し、テレビでも中継される時代です。

　競技性のあるゲームに、スポーツの要素を取り入

れたものがｅスポーツです。ｅスポーツには、視聴者

が数多く存在します。収入項目うち、放映権も大き

く伸びています。ｅスポーツにはまた、オリンピックも

関心を示しています。

　ｅスポーツには格闘ゲームなど、いろんなジャンル

があります。格闘ゲームの中では、弊社の「ストリー

トファイター」が人気があります。近年、若者のオリ

ンピック離れが進んでいると言われ、ｅスポーツに

人気が集まっています。

　世界でｅスポーツの大会が開かれるようになって

きていますが、中には優勝賞金が100億円という大

会も出てきています。

　ピョンチャン五輪では、インテルとイベント行ったり

しました。ｅスポーツは、ゲームの内容と実況があれ

ば、観客なしでも成立します。

　ｅスポーツのビジネス構造についてですが、これ

まで弊社ではソフトを店頭販売していました。しかし

ｅスポーツでは、開発と販売が一体となり、直接届

けることできるようになったのです。

　一般のプレーヤーからアマチュアが生まれ、そこ

からさらに生計を立てるプロが出てきます。また、見

るのが好きな視聴者も出てくるわけです。こうしてｅ

スポーツを取り巻く層が、どんどん厚くなってきてい

ます。

　また、ｅスポーツに対しては近年、興行や配信、放

送などでスポンサーが現れるようになってきていま

す。地域の活性化などに役立てたいということで、

地方自治体もｅスポーツのイベントなどに名乗りを

上げてきます。

　海外では日本よりさらに進んでいて、ｅスポーツの

学校や学科があったりします。

　当社も自治体から多くの誘致の声をいただくので

すが、成功させるためには集客して盛り上げて拡

散する努力が必要です。これらをパッケージ化して、

その結果として地方活性化につなげていきたいと

考えています。

　ｅスポーツにはまた、雇用が創出できるというメリッ

トもあります。

　これからはｅスポーツのイベントを定番化し、つな

がりをもたせたストーリーを作る必要あります。

　私どもではｅスポーツは「いいスポーツ」、「未来の

スポーツ」、と考えています。仕組化の取り組みとし

て、たとえばリトルリーグや甲子園のような、健全な

環境をｅスポーツの分野でもつくっていきたいと考

えています。

▼株式会社カプコン　辻本憲三様（大阪RC）・荒木

重則様

▼山本会長　辻本会長様、荒木常務様、本日の卓

話、よろしくお願い申し上げます。

▼稲田副会長　辻本様、荒木様ようこそおいで下さ

いました。本日卓話楽しみにしております。よろしく

お願い致します。

▼柏木副会長　辻本会長様、荒木常務様ようこそ

おいで下さいました。卓話よろしくお願い致します。

▼澁谷幹事　辻本様、荒木様、本日の卓話宜しく

お願いします。

ニ　コ　ニ　コ　箱



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

2/13

2/20

2/27

会員数

62

62

62

出席

44

47

43

うち出席規定
適用免除者

12

17

14

メーク
アップ

1

出席率

83.02％

81.03％

78.18％

確定
出席率

84.91％

▼中川（廣）会員　良い事が有ります様に。

▼菅野会員　４月の親睦旅行皆様参加よろしくお

願いします。

▼田中会員　辻本会長様、荒木総括本部長、お忙

しい中、卓話に来て頂きありがとうございます。宜し

くお願いします。例会欠席お詫び。

▼長竹会員 早退お詫び。

▼野村会員　先日、リノアスで開催された八尾クラ

ウド交流会に参加してきました。起業したとの方、こ

れから起業する方がたくさん参加しておられ、いい

刺激になりました。昔、ゲームで遊びました。卓話

楽しみです。

▼西村会員　やっと車が来ました。例会欠席お詫

び。

▼富田会員　先日、谷町ガラスHono工房にてガラ

ス細工体験してきました。幼ななじみの同級生が先

生してます。楽しい時間を過ごさせて頂きました。

▼幡田会員　米山奨学生終了式・歓送会出席させ

て頂きました。マクドナルド　ミカエラ　マリさんおめ

でとうございます。３月２０日マリさんの送別会を催

しますので、よろしくお願い致します。

▼相馬会員　ポスター第３弾の写真撮影進んでお

ります。会長の名（迷？）演技に感心しております。

▼藤田会員　いつもニコニコ有難うございます。例

会欠席お詫び。

▼曽家会員　ご夫人誕生日。

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）

2019-20年度
　ＲＩテーマ

ROTARY
CONNECTS
THE WORLD

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

月 火 水 木 金 土 日

地区研修・
協議会

理事会

母子の健康月間 月
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