
会 長 報 告

本日16時から理事会開催致しましたので、ご報告致します。
1.情報集会の件
9月28日の週に「会員増強」をテーマに開催することが承認されま
した。日程と場所の詳細は後日ご案内致します。

2.労働に学ぶの件
10月30日(金)13：10～14：40 三笠中学校にて開催されます。
三笠中学校校長より講師派遣の依頼がありました。当クラブとし
て協力し、講師を派遣する旨が承認されました。

3.献血事業の件
10月8日(木) 奈良県赤十字血液センター 近鉄奈良駅ビル6Ｆ献血
ルーム及び1階広場にて開催されます。参加者はメイクアップ扱い
となります。

4.交通安全運動の件
9月21日（月）学園前ホールでの決起大会に参加します。参加者は
メイクアップ扱いとなります。

5.預金口座等名義の件
預金口座の名義が過去の会計の方のお名前になっております。
今年度以降は毎年の会計の名前に名義変更することに致します。

6.いのちの電話資金ボランティア協力の件
事務局引っ越しによる緊縮財政のため、今年度は個別に相手から
コンタクトがない限り、寄付などは放置しておく方針でおります。
しかし、9月第2例会の講師として奈良いのちの電話協会の小林茂
樹理事長に卓話をしていただくので、奈良いのちの電話協会に対
しては例年通りの寄付を行います。

7.エレクトーンの件
今年度よりソングとエレクトーンの演奏をお断りしたため、当ク
ラブの財産であるエレクトーンが奈良ホテルに放置されている。
エレクトーンの処置に関しては後ほど幹事が報告します。

8.賀寿お祝いの件及び出席表彰の件
9月第4例会に行います。

9.家族親睦例会(淀川花火大会)の件
決算総額1,509,360円で承認されました。
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2015-16年度当クラブテーマ

『和と飛躍』

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9回 9月1日
通算1754回

◎会員総数 ７２名
◎出席義務者 ４６名
◎出席規定免除者(a)

０名
◎出席規定免除者(b)

２６名
◎本日出席 ６０名
◎本日欠席 ５名
◎本日出席率８２．３１％

第7回 8月18日
通算1752回の修正

◎欠席者 １３名
◎免除者の欠席者 ６名
◎欠席者の補填者 ９名
◎免除者の補填者 ０名
◎出席率 ９３．９４％

例会プログラム

第10回9月8日

通算1755回

１．開会の点鐘

２．ソング 「四つのテスト」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話

社会福祉法人 奈良いのちの

電話協会理事長 小林茂樹様

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 中澤 忠嗣

「クラブに「個性」と
「憧れ」を！」



委 員 会 報 告

社会奉仕委員会：堀内委員長
先ほども理事会報告で会長に報告頂きましたが、9月21日秋の交通安全運動に参加したいと思
います。この日は決起大会でございまして、13時に学園前ホールに集合して頂きます。メーク
アップ扱いとなっておりますので、連休中ではございますが、出席よろしくお願いします。出
欠表を回しますので、ご記入をお願いします。

プログラム委員会：清岡副委員長
次回の卓話の予告タイムでございます。9月8日の卓話講師としまして、社会福祉法人奈良いの
ちの電話協会 理事長 小林茂樹様をお迎えし、演題としまして「いのちの電話と関わって」と
いうことでお話して頂きます。内容としましては、全国で8番目に開局し、24時間1日も休まず
「眠らぬダイヤル」として、自殺予防とともにさまざまな混迷を抱えて苦悩する人たちに寄り
添う活動をされています。その現状とこれからをお話いただきます。是非ご期待ください。

幹 事 報 告

●事務局移転の件
下記の通り、事務局を移転致します。
移転日：2015年9月3日(木)
新住所：奈良市大宮町6丁目3番7号 中室ビル3Ｆ
電話、ＦＡＸ、メールアドレスは変更無し。
9月3，4両日は事務局に電話をおかけいただいてもつながりません。極力メールでご連絡いた
だくか、幹事の携帯におかけいただきますようお願い致します。
●エレクトーンの件
今年度よりソングとエレクトーンをお断り致しました。それにより、永年愛用してきたエレク
トーンが不要になっております。エレクトーンは当クラブの財産となっておりますが、当面使
用する見込みはありません。捨てるのももったいないので、どなたかに引き取っていただく、
もしくはお知り合いに譲り渡していただきたいと思っております。
ご希望の方がいらっしゃいましたら、高野まで連絡をお願い致します。
恐れ入りますが、エレクトーンの発送はできかねますので、奈良ホテルまで取りに来ていただ
くということでお願い致します。

卓 話

株式会社タイムドメイン 代表取締役 由井啓之様
「従来のオーディオとの決別と創造」

タイムドメインの由井です。まず、名刺代わりにうちの製品の音を聞
いていただきます。うちの主力製品は、あちらに置いてあるパイプ型
のスピーカーと、ここにある卵型のスピーカーです。今、流れている
音楽はユーチューブが音源です。これから回覧させていただきますが、
これがスピーカーです。これまでのスピーカーの理論からすれば、こ
んな小さなものでこんな音がするわけがないということになりますが、
今までの音響工学の理論が間違っており、本当の理論であればこうい
う音がするのです。音は本当の音、オーディオの音ではなく生音です。
この間、昭和天皇の録音レコードを再生するというのをNHKでしており
ましたが、それに使われていたのがうちのスピーカーです。今までの
スピーカーだと本当の声がしませんが、これだと本当の昭和天皇の声
が聞こえます。
今世紀になって創業したオーディオメーカーはありません。うちだけ
です。他のオーディオメーカーはご存知のようにどんどん潰れていき、オーディオ自体もどん
どん無くなっていっています。お客さんも、今までは大きなスピーカーやアンプを持っていた
マニア達、それもこういうのが出ると無くなっていきます。私、彼方此方のメーカーとか販売
店に行って調べてくるのですが、今、オーディオを趣味としているお年寄りの方々がいなくな
れば、従来オーディオのお客さんはいなくなります。
あるオーディオマニアのお爺さんは、1億円以上のオーディオシステムを持っておられるんで
すね、百万以上のアンプを世界中から集め、2百万以上もするスピーカーも沢山もっておられ
ます。そこへ遊びに行って、うちのスピーカーで音楽を流したら、「なんちゅうことをしてく
れるんですか」と、プラスチックの玩具みたいなスピーカーから出る音、お爺さんからすれば
想像もつかないことだったのです。そのお爺さんが持っていたCDプレイヤーは450万もする物
だったのですが、こちらの方が良い音がしました。そういう時代になっていきます。今、聞い
ていただいている音が、本当の立体音であるということを分かっていただけると思います。
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私は60歳の時に創業して、今80歳ですけれども、20年かかっ
ても、こういうのは広まっていかないんです。これはアン
プも含めて2万円でお釣りがあります。これにi-phoneのよ
うなものがあれば、こんなに素晴らしい音が聞ける、こん
な安いものでこんな音が聞ける。これは馬鹿ほど売れるな、
と思っていたのですが、全く売れないのです。なぜか？売
り始めて気づいたのですが、これをオーディオ店に置いて
おくと他のスピーカーが売れないんです。オーディオ誌な
んかも、これを褒めれば他のメーカーから広告も出なくな
りますから書かないです。喜んでいただけるのはお客さん
だけですね、販売店も製造メーカーもオーディオ誌も、誰
も喜ばないです。それが私の商売的な勘違いでした。価格

を4～5万円にしてくれたら売るわ、と言われたこともありますが、未だに値上げもしていませ
ん。銀行からも、もっとしっかりと売りなさい、と言われてるのですけれども、根っから商売
が下手ですので、皆さんの口コミで何とかやっています。うちに中学生とか高校生が見学に来
た時によく話すのですが、うちは創造しているのです、クリエーションですね、技術をクリエー
ションしています。こんな小さなスピーカーで、こんな音がする筈は無かったのです。今まで
の技術が間違っているから、新しい技術で製品を作った。従来のスピーカーといえば箱型で、
こんな形の製品は今まで無かったですね。マーケットもクリエイトしました。今までのオーディ
オマーケットというとオーディオ店に行ったり、オーディオ誌を見たりするマニアしか無かっ
たわけですが、こういう製品になると今までオーディオに縁がなかった若い人たちが来てくれ
ます。これは新しいマーケットになります。後は、マーケッティングのクリエイトです。これ
は口コミです。昔は本当の口コミだったのですが、今はインターネットで世界中に口コミでき
ますし、販売方法もインターネットを活用する方法で試行錯誤していますが、こちらはまだ成
功しているとは言えません。中学生なんかが見学に来たときに、これからは知識よりも知恵で
すよ、という話をするんですが、昔は何でも知っているモノ知り博士みたいな方が尊敬された
のですが、今はインターネットで何でも調べられますから、そういう人が要らなくなりました。
ですから、要るのは知恵です。知恵は自分で出さないとインターネットでは出ませんから。皆
さんどんな事業をされているのか承知していませんけれども、今、生き残るのはオンリーワン
を持っている人、オンリーワンの企業です。このスピーカーもオンリーワンです。彼方此方に
ライセンスしていますが、まだ、従来のスピーカーがこちらに移行するほどのレベルにはなっ
ていません。
ところで、オーディオで一番難しいのはボーカルなんです。楽器だと少々違っていても誰も分
からないです。バイオリストでもレコードで鳴っているバイオリンが本当の音かどうかは分か
りません。少々変わっていようが、専門家でも分かりません。このスピーカーなら、それが聞
こえます。また、このスピーカーは語学教室でも使っていただいています。フランス語を教え
ている方が、このスピーカーを買ってくださって、小さいのは学生に持たせて語学教室をされ
ています。発音がしっかりと聞き取れるということです。
今からアカペラのボーカルをかけますけれども、口の開け方まで分かります。LとRの発音もちゃ
んと分かります。次は石原裕次郎です。裕次郎は歌が下手だなんて言われていましたけれども、
これで聞くとしっとりと歌っているのが分かります。今、これだけ歌える若い歌手はおりませ
ん。
これからの傾向ですが、TVは衰退していくと思うのです。若い人はTVを見ません。ネットなん
かで世界中に配信されている映像、こういうものが主流になると思います。皆さんお持ちだと
思いますが、i-phone。この前、どこかの調べによれば70歳以上でこれを持っているのは10％
ほどらしいです。これからはi-phoneで何でもできるようになりますから、もし皆さんのなか
で未だ持っておられない方は今からでも手に入れていただければいいと思います。若い人がう
ちの会社に来たときは、i-phoneをつないで自分の好きな音楽を聴いたり、ビデオを見たりし
ています。あの人たちが大きくなった時に、CDとかビデオを買うかというと、おそらくは買わ
ないです。これを持っているから。先ほどスクリーンに映した映像もi-phoneで撮影している
んです。これでハイビジョン撮影ができます。どんどんと進化しています。それから、私はFa
cebookをやっています。口コミになりますから。私のFacebook、是非ご覧になってください。
先ほど、創造の話をしましたが、何かを発明する人とか創造する人は、目標に向かって一生懸
命に勉強して研究して努力するのですが、うまくいかないです。そこで別の方法を考えて、ま
たやります。それでもうまくいかないです。思いつくことを全部やり尽くして、ギブアップか
な、と諦めた頃にパッと閃くんです。色々な発明者とか研究者に聞きましたけれども、皆さん
そうおっしゃいます。中学生たちに冗談でしている話ですけど、アフリカの部族が雨乞いのお
祈りをすると必ず成功するんです。なぜですかというと、雨が降るまでお祈りを辞めないです
から、必ず成功するんです。never give upですね。私、80歳になってもこんなこと言ってい
ますが、あの世からお呼びがかかるまでnever give upです。
ありがとうございました。
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ニコニコ箱 本日計 72,000円 累計 657,000円

髙野 治 君 由井社長様、本日の卓話、宜しくお願いいたします。
山口尚紀 君 結婚記念日のお花ありがとうございました。無事、1周年を迎えることができま

した
高木伸夫 君 城陽親睦ゴルフ会にご参加頂きました皆様有難うございました。皆様の技量上

達を祈念いたしております。冨川様お世話になりました。
矢追家麻呂君 高木先生、冨川さん、有難うございました。
野末勝宏 君 高木先生、冨川さん、先日はゴルフで大変お世話になりました。酷いスコアで

申し訳ございませんでした。来年は頑張ります。
武藤廣茂 君 本日、園児全員長い夏休みを終え、元気に登園しました。無事に感謝です。
潮田悦男 君 前回欠席のおわび
藤井正勝 君 欠席が多くてすみません。
増井義久 君 今月から出席させていただきます。これからも宜敷お願いいたします。
宮西正伸 君 ニコニコ協力
小西敏文 君 ニコニコ協力
橋本和典 君 ニコニコ協力
森下泰行 君 ニコニコ協力
倉田智史 君 ニコニコ協力
水野憲治 君 ニコニコ協力
野﨑隆男 君 ニコニコ協力
中奥雅巳 君 ニコニコ協力
門脇伸幸 君 ニコニコ協力
河野里志 君 ニコニコ協力
清岡義教 君 ニコニコ協力
南谷正仁 君 ニコニコ協力
荒木政信 君 ニコニコ協力

例会変更のお知らせ

9 月 ■平城京ロータリークラブ■
・９月２４日（木）・・・定款第6条第1節(C)により、休会。
※ビジター受付：行いません。

■奈良東ロータリークラブ■
・９月１６日（水）・・・創立25周年記念例会の為、

15：30～に時間変更。
※ビジター受付：行いません。
・９月２３日（水）・・・定款第6条第1節(C)により、休会。
※ビジター受付：行いません。

■大和高田ロータリークラブ■
・９月２２日（火）・・・定款第6条第1節(C)により、休会。
※ビジター受付：行いません。

■桜井ロータリークラブ■
・９月２３日（水）・・・定款第6条第1節(C)により、休会。
※ビジター受付：行いません。

次回の例会 ２０１５年９月１５日(火)

卓話 慈光院 閑栖 尾関紹保 様

演題 大圓通

●会報・IT委員会/市田富久夫 武中洋勝 倉田智史 西本隆一 webmaster/市田富久夫


