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会長

林

功

今回は、まず嬉しいニュースのご報告です。昨年度末に、当クラブにお

■副幹事 新見 香

プログラム
開会・点鐘

ける米山奨学事業への寄付金額が５０００万円に達し、公益財団法人ロー

ロータリーソング

タリー米山記念事業奨学会から感謝状がいただけることとなりました。奥

ゲスト＆ビジター紹介

村前会長とその執行部の皆様に厚く感謝申し上げます。

出席報告

さて、来月は「基本的教育と識字率向上月間」、
「ロータリーの友月間」
です。日本では、
「読み・書き・そろばん」ができるというのが当たり前の
ようになっておりますし、高等学校や大学を卒業しているというのも当た
り前のようになっております。
しかし、１０年近く前の資料になりますが、世界では、就学年齢に達し
ていながら学校に行っていない子どもが５８００万人、４年間の初等教育

会長挨拶
幹事報告
委員会報告
ニコニコＢＯＸ
本日の卓話

を受けた後も読み書きができない子どもが２億５０００万人いると言わ
れ、読み書きができない成人も７億８１００万人いると言われております。
そのため９月はＲＩ（２０１４年１０月理事会決議）によって上記のとお
り「基本的教育と識字率向上月間」と定められ、世界中で地域社会のニー
ズの調査とそれへの対応、成人の識字教育、学校に通っていない子どもを

本日の卓話

どのように救済するか、教育効果をどうやって高めるか、どのような教材
をどうやって提供するかなどの課題に取り組むことになっております。当

『コロナ禍のなかで』

クラブは近年、ベトナムの子どもたちへの支援事業を行っていましたね。
あと、皆さまご存じの「ロータリーの友」。この雑誌は日本国内で発行さ
れているものであり、９月が「ロータリーの友」月間となったのも日本国
内で（２０１５-２０１６年度から）のお話です。世界には、ロータリーの
情報誌が３１種類頒布されているようですが、もちろん、世界中でロータ
リーの情報が共有されていることが望ましいわけですね。この紙ベースの
雑誌がいつ「マイ・ロータリー」などのＷＥＢにとって替わられるのか大
変興味深いところでもありますが。

卓話者：山口

正之会員

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤ニコニコ BOX✤

✤幹事報告✤
幹事

２ みんなに公平か

林原みどり

会員

（地区より）
①秋のＲＹＬＡセミナー開催のお知らせ
（林会長、林原幹事、
青少年奉仕委員長橋本会員）

プログラム担当：新見
ニコニコ 担当：溝口
林

北野

香
聡

会員
会員

功会長：米山募金 5000 万円達成しまし
た。今後ともよろしくお願い
致します。
紀之会員：前回欠席のお詫び。申し訳あ
りません。

（米山奨学会より）
②達成クラブ表彰のお知らせ
（林会長）

✤前回の卓話✤

✤出席報告✤
出席報告

橋本

昌也

会員

○出席数 24 名
○会員数 28 名
○出席率 85.71％

〇前々々回 7 月 28 日（水）
補正出席率 100％
メーキャップ
近藤 秀一（7/19 船場 RC）
井上 裕子（7/7 理事会）
田中 孝史（7/7 理事会）
柴田 宜孟（7/7 理事会）

『You tuber のお金事情』
卓話者：田嶋 也寸志 会員
私が最初に動画に関心をもったのは、3 年前に 65
周年の実行委員長をさせていただいたときです。記念
事業でベトナムでの海外事業の企画段階からの現地
での打ち合わせ風景を、クラブの皆に伝えようとして、
その紹介動画の編集を、林原幹事の息子さん、もと
RAC メンバーの林原さんに依頼した時からです。
当時の私は、動画が全く理解できていなくて、林原
さんから、「何も考えずに、動画をたくさんスマホで
撮影してきてください。編集は、こちらでやりますか

３ 好意と友情を深めるか
ら」といわれて、せっせと撮影をしていましたが、

４ みんなのためになるかどうか
子どもの人気職業ランキングで上位になったり、芸

できあがった動画をみて感心しました。

能人が会社を辞めて YouTuber になるのも当然だと思

なんと言っても、こちらの伝えたいことが相手に伝わ

いますが、
こんなトップの YouTuber の話ではなくて、

る。そして、観ている人があきない。

普通の YouTuber のお金の話です。

とにかく感心した私は、その後の記念事業でも、記

そもそも、
他の SNS といわれる Facebook や Twitter、

念式典でも、林原さんに頼りっきりで、動画の編集を

Instagram、ブログ

に投稿して、どうやってお金に

依頼していました。

なるのでしょうか。昔からある代表的な方法は、ブロ

そのときは、林原さんは、私では操作できないよう

グなどに企業の広告を載せて、Facebook や Instagram

な立派なパソコン設備と、難しいソフト、特殊な技術

で自分が使用しているように紹介して、広告会社のよ

を身につけて、動画の編集はセミプロレベルの人が行

うな仲介者経由で、企業とやりとりをするという方法

うもの、という印象でした。

でした。

動画の投稿サイト YouTube。私も、何年か前までは、

これを、YouTube を運営している Google が、広告

パソコンや iPad のようなタブレットで、テレビ番組

を出す企業と契約をして、Google が動画投稿者に直

を勝手にアップロードされたものを漠然とみるとい

接お金を支払う、という方法をとった。これによって、

う感じでしたが、2 年くらい前からは、購入しようと

今まで趣味で動画を投稿していた人が、投稿して、多

する、パソコンや家電製品を調べたり、使い方がわか

くの人に観てもらえればお金がもらえる、ということ

らないパソコンソフトを調べたり、ゲームの攻略法を

でどんどん投稿されるようになりました。

調べたり、次に行くサイクリンコースの下調べをした

私も YouTube に動画を上げています。会社の紹介

り、観るから、調べるに変わってきていました。

と、趣味のサイクリングです。仕事と趣味、でどちら

6 歳の孫は、テレビ番組の視聴時間はほぼゼロで

も Google からお金をもらうのが目的ではありません

YouTube ば か り 観 て い ま す 。 テ レ ビ の 機 械 は

が、お金をもらう基準にも届いていません。YouTube

YouTube を映すモニターのようなもの。これからどん

では、視聴者が気に入った動画をチャンネル登録する

どん、テレビ番組を観る人は減り、YouTube のような

という制度があって、このチャンネル登録者数が 1000

動画投稿サイトに変わっていくと想います。YouTube

人になって、はじめて Google と契約ができます。私

は、見ている人によって、おすすめのチャンネルにあ

は、今、チャンネル登録者数が 400 人くらいです。登

がってくる動画が異なります。孫も、私の家の

録者数 400 人の私が言うのも何ですが、意外に登録者

YouTube を観て、自分の好きなアニメが、おすすめに

数 1000 人のハードルは低いと想います。

出てこないと文句を言っています。私の家の YouTube
は、自転車で山を登っている動画ばかりです。どんな
山でも誰かが投稿しているので、こんなマニアックな
動画を誰が投稿しているかといつも想います。
皆さんは、人気 YouTuber と言われる、ヒカキンや

YouTube には、人気のある動画のジャンルがありま
す。
私の長女も、動画を上げています。長女真奈海は、
高校時代、ロータリークラブの青少年交換の留学生と
してベルギーに行かせてもらっていました。今は、留

はじめしゃちょーをご存知でしょうか。

学経験を生かすことなく、3 人の子育てをしながら、

例えばヒカキンの動画は、1 ヶ月で 1 億 6000 万回再

フルタイムの共働きで頑張っています。ただ、単純に

生され、

日々の生活を動画で撮影するルーティン動画と言わ

1 再生 0.3 円が単価と言われているので、1 ヶ月 4800

れるジャンルのもので、たぶん、投稿者数が一番多い

万円が

ジャンルと想います。

Google から振込まれることになります。

最初に動画を上げて、2 ヶ月くらいで、チャンネル

池田ＲＣのテーマ「池田ロータリー

変えるべきもの、変えるべきでないもの」

登録者数が 1000 人になって、今、9 ヶ月目で、登
録者数は 1.9 万人くらいです。
（動画の紹介）
私は、自分のカワイイ孫達がでてくるので毎回楽し
みに観ていますが、一体誰が観ているのか不思議でし
た。

9 月のスケジュール
1

水 休会

8

水 3199 回例会

15

水 3200 回例会
池田くれはＲＣとの合同例会

動画のコメント欄を観ていると、観ている人のほと
んどが、同じ子育て中の共働きの女性です。子育ての
大変さ、家事を手伝わない旦那さんへの愚痴、などを

22

水 休会（祝日週）

29

3201 回例会

皆で共有しているようです。頑張ってください、
私も頑張ります、という暖かいコメントばかりです。
動画の撮影は、特別な機材は使用しておらずに、ス
マホで撮影しています。編集もパソコンは使用せず、
スマホだけで、
動画を作るのに 4 時間くらいらしいで。
やり始めて 2 ヶ月で登録者 1000 人を超えたときは、
Google から 1 ヶ月分として 7 万円が振込まれ、9 ヶ月
経って、先月は 27 万円振込まれたそうです。私なん

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

かは、仕事にすればとすぐ考えてしまいますが、本人
にはその気はないようです。

われら日本ロータリアンの歌

登録者 2 万人くらいの YouTuber は、日本に何十万
人といるような気がしますが、一体 Google はいくら
のお金を何人に配っているのでしょうか。
副業が YouTuber という話をよく聞きます。最初は
疑っていましたが、娘の話を聞いて、それも本当だと
思います。

われら日本のロータリアン
ひとつの仕事をする時も
真心こめてかんがえる
これは誠か真実か

因みに、確定申告はどうするのか娘に聞いてみると、
Google から、
確定申告は自分で正しくおこないます、というチェッ
ク蘭がついたメールが送られてきて、チェックを入れ
てメールを送り返すそうです。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

池田ＲＣのテーマ「池田ロータリー

ポリオプラス基金

8月18日時点累計

3,200 円

8月25日分

1,067 円

累計

4,267 円

義捐金ＢＯＸ
8月18日時点累計

118,717 円

8月25日分

781 円

累計

119,498 円

ニコニコ箱の累計
8 月 25 日現在累計

241,000 円

9 月 15 日（水）例会

『池田くれは RC
との合同例会』
卓話者：林

功

会長
（池田 RC）

変えるべきもの、変えるべきでないもの」

