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第 1143 回例会報告                             5 月  17 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会  5 月   24 日（水） 次週予告  5 月  31 日（水） 

◎ソング 「それでこそロータリー」 

             小山 一子 会員  

◎プログラム 卓 話 

橋本 有輝 会員 

◎ソング 「我等の生業」 

             馬場 和代 会員 

◎プログラム 卓 話 

        栗田 義博 会員            

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 普段インターネットを使わない人でもツイッタ

ーと言えば、「ああ、トランプ大統領が使っている

アレね。」とお分かりになると思います。スマート

フォンを持っていれば「ツイート」（１４０文字の

短文によるつぶやき）をすることができます。 

 このツイッターの「ライバル出現か？」と４月

上旬からネット業界の中で持ち切りなのがマスト

ドンです。ドイツの２４歳の若手エンジニアが作

ったもので、４月１０日頃に約１０万人だった利

用者数が、１か月ほど経った５月上旬には約６０

万人まで増加しました。 

これはかなりの急成長振りです。しかも、日本

人ユーザーが半数を占めると言われ、話題になっ

ています。サービスの中身は本当にツイッターと

よく似ています。但し、１回に書き込める文字数

は５００文字までです。 

 ちなみに、この「マストドン」という奇妙な名

前。約４０００万年前から１万１０００年前まで

生息していたゾウやマンモスに似た大型ほ乳類の

総称だそうです。この生き物から名をもらった「マ

ストドン」という米国のヘビーメタルバンドのフ

ァンだった開発者のエンジニアが、サービスの名

もマストドンにしたということです。 

サービス名が大型ほ乳類に由来しているとあっ

て、ツイッターでの発言は「ツイート」（さえずる）

であるのに対して、マストドンでは「トゥート」

（鳴く）と呼びます。しかし、ツイッターにおけ

る「フォロー」や「リツイート」（マストドンでは

「ブースト」と呼ぶ。）などの仕組みはそっくりで

す。「それならツイッターで十分じゃない？」と思

われる方もいるでしょうが、マストドンが人気を

集める理由には、ツイッターに対する不満がユー

ザーの間に少しずつたまってきているというのが

あります。 

例えば、ツイッター社は世界中のユーザーの発

言を管理していますが、マストドンは、ツイッタ

ーやフェイスブック（Ｆａｃｅｂｏｏｋ）などの

営利的なサービスとはまったく違った形で運営さ

れています。

 

  R.I.会長テーマ 

   “人類に奉仕するロータリー” 

      会長 ジョン F. ジャーム 
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 仮に、ツイッターが世界中のすべてのユーザー

が「超巨大なマンション」へ強制的に押し込まれ

ているようなサービスだとするなら、マストドン

は、「小さなアパートがあっていい。」「一戸建てで

もいい。」という発想で展開されているサービスと

言えます。 

 それぞれのサービスに自治権が委ねられている

ということは、強い権限で全体をコントロールす

る者がいないということでもあり、各サービスの

ユーザーが増えれば増えるほど、不適切な書き込

みへの対策などが難しくはなります。その一方で、

自治権をもって「自分たちなりのマストドン」、例

えば、ある地域やさまざまな趣味などのテーマ毎

にサービスを立ち上げられといったようなことが

可能になります。 

 つぶやきは、限りなく独り言に近く「本音度」

が高いため、「ツイッター的なメカニズム」はもっ

と色々な生かし方があるのではないか、というの

がツイッターを発展させたようなマストドンに対

する期待の一つとも言えるのです。 

 誰でも気軽に新しいサービスを作れるマストド

ンをベースにした、魅力的なサービスが増えれば、

グーグルやフェイスブックなど海外企業の後塵を

拝してきた、つまり先を越されて遅れを取ってき

た日本のネット業界への刺激になるのではないで

しょうか。 

ネット世界は、グーグルに代表される巨大企業

へ富や情報が「集中」する道をたどってきており、

現在では、米国企業はもとより中国企業も勢いを

見せています。しかし、このマストドンは「分散

型」であるため、ネット世界の現状を激変させる

新たな可能性を秘めています。 

 

 今回の本は「テレビ局削減論」新潮新書 石光

勝 著です。 

 テレビ局の経営が危うくなっています。テレビ

局の親会社である新聞社も経営基盤が揺らいでい

ると言います。これは日本に限ったことではなく、

欧米でもテレビ局、新聞社は経営危機に陥ってお

り、英タイムズ、仏ルモンド、米ニューヨークタ

イムズも例外ではありません。 

ロサンゼルスタイムズは会社更生法を申請しま

した。どうしてこんなことになったのかと言えば、

それはテレビ、新聞社の命の綱である「広告収入」

がインターネットの登場で大きく揺らいでいるか

らです。 

 新聞社やテレビ局のことを「報道機関」と言い

ますが、彼らは報道番組で生きている訳でもなけ

れば、ニュースを売って生きている訳でもありま

せん。彼らは広告を売って生きているのであり、

報道は副産物のようなものであると筆者は言って

います（NHKは別）。広告収入が激減して、テレビ

局、新聞社に経営危機の一大事が起こっているの

です。 

インターネット広告には「同時性」「双方向性」

「データの集積力」という、新聞テレビの広告で

は決して得ることの出来ない大きなメリットがあ

ります。分かり切ったこととはいえ、中々今まで

本音が言えなかったことをズバリ指摘しています。 

 

 

宝塚演奏家連盟コンサート第 6回です。 

今回は、最終回ということで、第 1回で演奏いた

だいた内田朎子先生に再び演奏して頂きました。 

 

【内田朎子先生のプロフィール】  

神戸女学院(现・大学)音棠学部卒美。第 19 回毎

日音楽コンクールピアノ部門第 1位ならびに特賞

受賞後、NHK「土曜コンサート」「タベのリサイタ

ル」等に出演。大阪フィルハーモニー交響楽団、

京都市交響楽団、東京交響楽団等との協演多数。

1955年大阪市民文化賞、2002年宝塚市民文化賞ほ

か、多数受賞。現在もリサイタルやコンチェルト、

室内楽等数多くの演奏活動を 続けている。相愛大

学音楽学部名誉教授。日本ショパン協会闇西支部

理事。宝壕演奏家速盟会長を歴任し現在運營委員。

宝塚市仁川台在住。

プログラム 
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宝塚演奏家連盟の山内会長には大変お世話になり

ました。今後ともよろしくお願い致します。 

 

                  

 

○植野堀 洋 様（熊本水前寺公園 RC） 

本日は、八名の会員でお邪魔しております。昨年

4月の熊本地震の時は多大なる義援金を頂きまし

て大変感謝申し上げます。 

来年は貴クラブ 25周年おめでとうございます。 

又来年お伺いしたいと思いますので宜しくお願い

いたします。 

 

○馬場 和代 君 

熊本水前寺公園 RCからご遠方沢山おこし下さり、

ごていねいにおみやげもいただきましてありがと

うございました。ごゆっくりなさって本日のコン

サートもお楽しみくださいませ。徳光様から「来

週歌劇同窓会があるので本日は行けない。」とお

電話頂いていました。よろしくとのことでした。

宝塚演奏家連盟の皆さま本日はよろしくお願い致

します。 

 

○蓮尾 春輝 君 

熊本水前寺公園ロータリークラブの皆様、よくい

らっしゃいました。お土産までいただきありがと

うございます。 

○小山 一子 君 

熊本水前寺公園 RCの皆々様 遠路お運びありが

とうございます。大変な時をすごされ 皆様のお

元気な姿に接し感無量でございます。どうぞごゆ

っくりお過ごし下さいませ。 

おみやげありがとうございます。にこにこ 

 

○野木 久子 君 

ニコニコして、投稿。こんなにうれしいことはあ

りません。引きこもりがちになるのを防ぐ週一回

のチャンスです。昨日、今日と時間がなくあわて

て参りました。ゴール（？）しました。 

 

○芝池 巌 君 

今年度宝塚演奏家連盟の皆様による例会コンサー

トは 6回目の最終回になりました。 

会長の山内鈴子先生、ピアニストの内田朎子先生

お世話になりました。「ウイズ宝塚」誌の取材で

お世話いただいた、ライターの波多江みゆきさん

ようこそお越しになりました。 

 
本日のニコニコ   30,000円 
本日までの合計  967,820円 

 

 

□ソング 

「四つのテスト」  

                         田辺 朱希美 会員 

□お客様 

植野堀 洋 様 （熊本水前寺公園ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ） 

大庭 佳美 様 （     〃      ） 

北里 美知子 様（     〃      ） 

坂本 孝臣 様 （     〃      ） 

陣内 照男 様 （     〃      ） 

北村 睦子 様 （     〃      ） 

森 裕子 様  （     〃      ） 

高橋 ヱリ子 様（     〃      ） 

山内 鈴子 様 （宝塚演奏家連盟 会長） 

内田 朎子 様 （ピアニスト 宝塚演奏家連盟） 

 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 33 2 31 23  74.19 

前々回 

4/26 
33 2 31 24 4 90.32 

ニコニコ箱 

週間報告 
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□幹事報告 

①5 月 18 日から 21 日にかけて余島（香川県）神

戸 YMCA 余島野外活動センターで実施される

RYRA(青少年指導者育成セミナー)に山本会長と前

田会員が参加します。 

②5月 21日にホテル阪急インターナショナルで開

催される西宮ロータリークラブ８０周年記念式典

に山本会長と芝池幹事が参加します。西宮ロータ

リークラブは当クラブの親クラブの親クラブであ

る宝塚ロータリークラブの親クラブ（曾祖父クラ

ブ）です。 

 

当クラブの姉妹クラブである熊本水前寺公園ロー

タリークラブから 8 人のお客様をお迎えしました。 

 

植野堀洋会長から被災地の様子をお聞きしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 今週の本 

「テレビ局削減論」 新潮新書  

     石光 勝 著 

 

 

 


