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卓話：
『昨今の出版事情』 中山 真敬 様
【 会長挨拶 】

≪例会プログラム≫

井村 廣巳 会長

本日１２月８日は「トラトラトラの日」です。
マスコミでも何も触れません隔世の感があります。
昨日７日、地区クラブ代表者会議に日野クラブを代表して
出席して来ました。
内容は
・財政調整積立金規定承認
・２００９−１０年度一般会計予算及び特別会計決算承認・収支差額処理承認
・２０１０−１１年度三大研修特別会計決算承認・一般会計補正予算承認
本日の卓話講師の中山真敬さま宜しくお願い致します。
師走に入り寒くなってきました風邪などひかぬようご自愛ください。

【 幹事報告 】

小宮 延雄 幹事

・先日行われたＩＭのお礼状が多摩南グループより来ています。
・２０１１年５月２２日(日)〜５月２５日(水)
アメリカ・ニューオリンズで開催される国際大会の案内が
来ています。
・国際大会で「友愛の家一日パス」の利用可能の案内が来ています。

【 新世代委員会 】

松浦 信平 ＢＨ担当

１２月１１日に、ブリティッシュヒルズ、
２回目のオリエンテーションが行われます。
ローターアクトの手塚さん、ローテックスの田嶋さんが
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中心になり、今回も充実した内容で進めてくれます。
ロータリークラブの皆さんにお願いしたいのは、１２月１８日(土)の結団式への出席です。
結団式には、市長を始め、教育長や、市内各中学校の校長先生、ブリティッシュヒルズ参加生徒とそのご家族。
総勢５０〜６０名の方々がお見えになりますので、
日野ロータリークラブ主催行事として、ロータリアンの皆さんにも多数のご参加を頂きたいと思います。
出欠確認の案内を、メールボックスに入れてありますので、ご返信よろしくお願いします。
年末の忙しい時期だと思いますが、皆さんよろしくお願いします。
＜ＢＨ結団式 日程＞（会場：日野市役所５階
１２月１８日(土)

１０：００〜

５０５号室）

【 例会進行委員会 】

山口 徹雄 委員長

１月１２日の新年１回目の例会は、夜間例会になります。
場所は、クリスマス家族忘年会と同じ、立川パレスホテルが会場になります。
点鍾

１８：００

会費

３０００円

となります。

後日、出欠を取らせて頂きますので、ご回答の程、よろしくお願い致します。

【卓話:昨今の出版事情】

中山 真敬 様

中山真敬というのは、本名ではなくペンネームです。
なぜ本名ではないかというと、雑誌の編集長を現役でやっているときに、
「出版しないか？」というお話を頂きましたので、本名を出せなかったのです。
当時、弟子が４人いましたので、１文字ずつもらって、中山真敬としました。
先ほど和田さんが紹介して下さった本がヒットしたおかげで、
中山真敬 ＝ パソコン本の著者というイメージが付いてしまったので、
他のジャンルの本を書く際には、本名で書いています。
私は、ベンチャー企業のＩＰＯ(株式上場)などにも関わった事がありますので、色々な方と知り合いました。
そんな経験や人脈を頼って、
「中山さんの人脈で、ウチのお店の紹介をしてくれる雑誌を紹介して下さい」とか、
「本を書きたいので、出版社を紹介して下さい」など、よく言われますが、ハッキリ言って無理な話です！
こういった人達の多くは「自分のお店は、雑誌に取り上げられて、多くの人に知ってもらえれば、繁盛する」
「本を出版すれば、お客様が増えて、会社が儲かる」
「夢の印税生活が待っている！」
という幻想を持っています・・・。
そもそも、取り上げられるような、ニュース性がないと、雑誌に載せようがありませんし、
本の印税というのは、たった１０％なんですね。
だいたい、最近は初版が３０００部ですから、１冊１２００円として、印税は３６万円。
本を書くのに、最低でも３ヶ月くらい掛かりますので、月になおすと１２万円程度の収入ですよね。
日本で１年間に出版される新刊は 75,000 タイトルもあり、そのうち増刷が掛かるのは１割以下。
基本的に本を出しても、出版社・著者共に赤字なんです。
ちなみに、ある程度のお金があれば本を出す事は可能なんです。
ダイヤモンド社で１２００万円、小さな出版社だと２００〜３００万円出せば、皆さんの本を書いて、
出版してくれると言われています。
例えば、企画担当者やゴーストラーターといわれる人達の費用、本のデザイン費用、営業マンの費用や、
広告宣伝費、印刷費や配送費など、本を売るには様々なコストが掛かります。
コストを掛けたからといって、必ず売れるという保証もありません・・・在庫の山になるかもしれません。
出版ビジネスというのは、とてもハイリスク・ハイリターンのビジネスモデルなんです。
だから、本を出版するにあたり、出版社、著者の双方で、リスク負担をしましょう、という事になります。
最近では、ある程度売れる予想が立てやすいという事もあって、メルマガ読者○万人という人や、
新聞広告などに著者がお金を出せるなど、どうしても出版社のリスク負担が少ない方が出版しやすいですね。

【 ニコニコ報告 】 仲谷 政毅 親睦･会報委員
本日のニコニコ： 10,000 円／累計 378,245 円
ビジターフィー：
井村廣巳

君

0 円／累計

18,000 円

１２月８日トラトラトラ。師走に入り慌しくなってきました。
ご自愛下さい。

卓話講師の中山さん、本日、よろしくお願いします。

小宮延雄

君

昨今の出版事情、中山真敬様、卓話よろしくお願い致します。

疋田久武

君

四つのテスト･職業奉仕･社会奉仕等、ロータリークラブで培った事は大変貴重な物でした。
お世話になりました。厚く御礼申し上げます。

.

和田達也

君

中山さん、卓話を楽しみにしております。

山下雅弘

君

何度でもしつこく言いますよ〜！！
１２月２１日(火)の１８：００〜

立川パレスホテルで、クリスマス忘年会やりま〜す！

＜クリスマス家族忘年会 日程＞（会場：立川パレスホテル

こぶし東）

１２月２１日(火)
１７：３０

受付

※ 当日は、皆さんで楽しんでいただけるアトラクションを用意しております。

１８：００

開会

※ ぜひ、ご家族の皆様もお誘い合せの上ご参加下さい！！

２０：３０

閉会

【 出席報告 】山村 侑偀 出席委員
＜事前のメーキャップ＞
成田恭隆 君（日野受付）
飯作金彦 君（会員研修）
横倉利夫 君（会員研修）
＜先々週のメーキャップ＞
秋間晴行 君（45 周年委員会）
江渕浩美 君（45 周年委員会）
川俣 貞 君（45 周年委員会）
福井長行 君（45 周年委員会）

会員総数
出席総数
(出席免除数) (免除者出席数)

ＭＵ

欠席

出席率

本日報告

37
(8)

19
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事前(3)

8

73.33 %

前回訂正

37
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(3)

(0)+0

4

87.50 %

前々回訂正
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(7)

19
(0)

(4)+0+4

6

81.82 %

【 今後の予定 】
■12 月 15 日■

年内最終例会

精進料理

■12 月 21 日 18:00〜20:30■ クリスマス忘年家族会（
『立川パレスホテル』にて）
■12 月 29 日■

休会

■ 1 月 5 日■

休会

≪例会変更のお知らせ≫

≪ローターアクトクラブ例会予定・活動予定≫

八王子 RC
八王子西 RC
八王子南 RC
多摩 RC
飛火野 RC

例会場：日野ＲＣ事務局 ／

12/16 年忘れ家族懇親会振替、23・30 休会
12/17 年忘れ家族会振替、12/24 例会振替
12/22 年忘れ家族親睦夜間例会振替、29 休会
12/21 忘年家族会振替、28 休会
12/14 クリスマス家族会振替、28 休会

時間：19:00〜20:30

・12/ 4(土)

第 936 回例会（ＢＨｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ）

・12/18(土)

第 937 回例会（ＢＨ結団式）

※ ローターアクトの例会はメーキャップになります！

東京日野ロータリークラブ会報
事務局：〒191‑0042 東京都日野市程久保 3‑37‑3
℡：042‑594‑3711 fax：042‑593‑0510
例 会：毎週水曜日（12:30 より） 例会場：高幡不動尊客殿
ＵＲＬ：http://www.hino‑rotary.org
メール：info@hino‑rotary.org
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