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2012-13年度当クラブテーマ

『活力あるクラブ作り』

四つのテスト

１．真実かどうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４. みんなのためになるかどうか

例会状況報告

第38回 4月16日
通算1643回

◎会員数 ７２名
◎出席規定免除者数２４名
◎出席義務者数 ４８名
◎欠席者 １０名
◎出席者 ５６名
◎出席率 ８４．８５％

第36回 4月2日
通算1641回の修正

◎会員数 ７２名
◎出席規定免除者数２４名
◎出席義務者数 ４８名
◎欠席者 ８名
◎補填者 ７＋３名
◎出席者 ６７名
◎出席率 ９８．５３％

例会プログラム

第39回 4月23日

通算1644回

１．開会の点鐘

２．ソング

「大宮ロータリーソング」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話

㈱松栄堂 代表取締役社長

畑 正高 氏「南都と香」

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 河本 英典

Bridge the Gaps

会 長 報 告

先日、4月13日-14日に開催されました地区大会の報告を致します。
4月13日（土）には地区会長・幹事・地区委員長会議が大津プリン
スホテルでありました。続きまして、ＲＩ会長代理歓迎晩餐会がび

わ湖ホテルでありました。当クラブからは北河原ガバナーノミニー
ご夫妻、有井地区幹事長予定者、橋本幹事、そして私が出席させて
頂きました。次の日の日曜日には、午前中より新会員セミナー、地

区指導者育成セミナー、地区新世代フォーラムがありました。出席
して頂いた方々、ありがとうございました。午後より本会議がびわ
湖ホールでありました。2,800人余りの参加登録がありました。河

本ガバナーより坂本ガバナーエレクトへのバッジ交換など色々行事
がございました。続いて懇親会が大津プリンスホテルで開かれ、以

上で無事全日程が終了致しました。特に印象深かったのが堀場パス
トガバナーが懇親会の挨拶で「ここ2～3年の地区大会に比べて今回
は特にバラエティに富んだ地区大会だった」と申されました。当ク

ラブも2年後には主催しなければなりませんので、みんなで頑張っ
てこのような素晴らしい地区大会だと言われるようにしたいと思い
ますので、皆さん、頑張りましょう。

委 員 会 報 告

社会奉仕委員会：宮西委員長

●会報にも載っておりますが、先日4月7日なら100年会館で行われ
ました「春の交通安全運動市民決起大会」には急なご案内にも関わ
らず、多くの方に御出席頂き有り難うございました。特に委員会メ

ンバー以外で高辻さん、水野さん、大塩さんにもお越し頂きました。
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有難うございました。当日は奈良県警の警察音楽隊による演奏などもあり、なかなか盛り上

がっておりました。
●社会奉仕委員会本例会後、桐の間にて行ないますので、社会奉仕委員会の方はお集まりい
ただきます様お願い致します。

35周年準備委員会：小池委員長
例会終了後、35周年準備委員会を開催したいと思いますので、委員の方、ご参集ください。

幹 事 報 告

ロータリー米山記念奨学会よりカウンセラー
の委嘱状が届いております。会長、宜しくお
願い致します。

楠原会長：頑張って下さい。

4 月お誕生日・結婚記念日

★お誕生日★
６日 有井邦夫 君

１４日 濱田英資 君
１５日 倉田智史 君

★結婚記念日★
２日 北河原公敬 君
５日 藤川保雄 君
６日 西本隆一 君

１５日 髙野 治 君
２５日 平野貞治 君
２９日 潮田悦男 君
２９日 市田富久夫 君
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卓 話

ＮＨＫ奈良放送局長 泉谷 八千代 氏
「地デジのいまさら？」

2011年7月24日、日本中を巻き込んだ

完全デジタル化がなされた日です。
その後、地上デジタル放送の世界に

何が起きているかをお知らせします。
まず、世界戦略は粛々と進み、国産
の技術である地デジの「日本方式」

は、ブラジルを皮切りに現在合計14
カ国に採用されています。
世界で地デジの送信方式は日本方式

のほかにアメリカ方式、欧州方式、
中国方式がありますが、山間地域や
ビルの林立する都会にも強い独自の

技術を持っているのは日本方式です。
また、「ワンセグ」という名称の移

動体（モバイル）向け放送を、地デジと一緒に行っているのも日本方式の特長です。他の方
式では、地デジと一緒に移動体向けに電波が送れないので、別に投資が必要となるのです。
とはいえ、技術力があっても国際的に交渉力がなければ、ただのガラパゴス技術となります。

日本独自のデジタル方式を開発するのと並行に官民NHK合わせての、様々な取り組みが行われ
ました。世界中に植民地を持っていた旧宗主国である欧州諸国の規格の売り込みは絶大で、
世界シェアでは欧州方式が多く占めていますが、それでも、南米で10カ国、フィリピン、モ

ルジブ、そして今年初めてアフリカのボツワナで採用が決まりました。市場規模は5.8億人で
す。これはガラパゴスからインフラ輸出国に成長した事を意味します。
しかし一方、送信技術の輸出が、受信機であるテレビの販売と直接に結びつきません。何故

なら、いずれの方式でも規格は公開されており、どの国も受信機は作れます。自国ではアメ
リカ方式を早々に決めた韓国、現在世界中であらゆる方式のテレビを販売して、市場競争に

勝っています。これが世界の現実です。
翻って奈良県はデジタル化を比較的人口の多い地域を地デジで、以外は広範囲の地域をケー
ブルで行いました。送信の責任はケーブル会社が負うのです。

台風12号災害の際、ケーブルが寸断され、NHKは情報を届けたくとも届けられない悔しさを経
験しました。
しかし、災害時にはラジオがあります。アナログラジオと電池を非常袋にご常備ください。

また携帯が通じればスマホで「らじる★らじる」というデジタルラジオも聴くことが出来ま
す。
世界の現状と奈良の現状、ふたつの

地デジの「今」のご報告でした。
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ニコニコ箱 本日計 59,000円 累計 2,760,000円

楠原忠夫 君 ①泉谷様本日の卓話宜しくお願いします。②4/6(土)春の交通安全週間市民決
起大会宮西委員長はじめ参加して頂いた方ありがとうございました。③4/14
(日)地区大会本会議はじめ各種会合に出席して頂いた方お疲れ様でした。堀

内出席委員長お世話になりました。
橋本和典 君 地区大会出席の皆さんお疲れ様でした。堀内委員長をはじめ出席委員会の皆

さんお世話になりました。おかげ様で無事終えました。有難うございました。
多田 廣 君 先日の私の入院に際して、わざわざお見舞下さり、誠にありがとうございま

した。ペースメーカーを埋め込み、なんとか動けるようになりました。これ

からも、どうぞよろしくお願い申し上げます。
佐川 肇 君 4月8日からアジアマスターズ射撃大会の準備協議のため、モンゴルのウラン

バートルへ行って来ました。現地は夜は－１０度まで下がりますが暖房が行

き届いているので寒さは大丈夫でした。ただ毎日羊と肉ばっかりで家に帰る
と嫁はんに臭いと云われました。短期間でも食生活が変わると体臭に影響あ
るようです。

堀内眞治 君 地区大会 多数ご参加ありがとうございます。
中嶌 大 君 新世代 藤井委員長ライラではお世話になりました。

髙野 治 君 泉谷局長、本日の卓話、宜しくお願いします。また、結婚記念日のお祝をし
ていただき有難うございます。

平野貞治 君 結婚記念日のお祝ありがとうございます。

藤川保雄 君 結婚記念日にお花を贈っていただきありがとうございます。
潮田悦男 君 結婚記念日のお祝いありがとうございます。
増井義久 君 北河原さん、6日奈良公園夢の食卓ありがとうございました。6日7日あいにく

の天気でしたが、どうにか無事奈良グルメフェア事故も無く終る事が出来ま
した。ありがとうございました。

辻本和弘 君 連続欠席のおわび

西口栄一 君 連続欠席のおわび ニコニコ協力
渡辺英孝 君 4/7の家族例会のお詫びです。ニコニコ協力

小池恭弘 君 ニコニコ協力
谷川千代則君 ニコニコ協力
森山斗福 君 ニコニコ協力

濱田英資 君 ニコニコ協力
中條章夫 君 本日もニコニコのご協力ありがとうございます。

例会変更のお知らせ

5 月 ■五條ロータリークラブ■
・５月１日（水）・・・定款第６条第１節(C)により、休会。
※ビジター受付は行いません。
■奈良東ロータリークラブ■
・５月１日（水）・・・定款第６条第１節(C)により、休会。
※ビジター受付は行いません。

●会報・IT委員会/中奥雅巳 冨川悟 平方貴之 webmaster/中奥雅巳

次週の例会 平成２５年４月３０日（火）休会

次々週の例会 平成２５年５月７日（火）

クラブ討論会⑤（社会奉仕担当）


