人類への奉仕はロータリーの礎であり、世界
で意義ある奉仕を行う最善の道はロータリ
ー会員になることである。
国際ロータリー会長
ジョン F．ジャーム

国際ロ－タリ－２７８０地区

小こ
八木 勉会長

第 1098 回
司会

井上

会長挨拶

会長

津久井商工会館 2F

TEL

042-780-0201
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042-850-4830

毎週木曜日

時間

12：30~13：30

例会日

Ｅ-mail

八木

trc@club.email.ne.jp

勉会長

斉唱 それでこそロータリー

1963 年には日本で初めてのアニメシリーズ｢鉄
腕阿アトム｣が放送され、1966 年には「ウルトラ
マン」「巨人の星」が始まりました。
また、1969 年に｢水戸黄門｣という時代劇が始ま
り、今でも放映されています。1971 年には日本テ
レビが｢スター誕生｣チャンスを掴むということ
で、一時流行りました。一番最初にチャンスを掴
んだのが森昌子さん、続いて桜田淳子さん、その
後山口百恵さんと有名なスターを輩出しました。
1981 年には「うる星やつら」というアニメが始
まり、ラムちゃんのセクシーな衣装はコスプレの
元祖と言われております。
その後、音声多重放送、二ヶ国語放送というも
のも行われ、1990 年にはハイビジョンテレビが発
売されました。それに合わせて BS 放送も始まり、
どんどん進化を遂げていきます。
2000 年が近づいてくるといよいよ地デジ放送
が始まり、2003 年から液晶テレビに変わり、ブラ
ウン管の生産は中止になりました。そしてテレビ
は大型化されました。
その後、今度は携帯電話のワンセグ放送でテレ
ビの視聴ができるようになり、2009 年には 3D と
いう画像を立体的に見ることができる技術も発明
されました。2013 年には 4K テレビという大画面

勉会長

今日は進化する身の回りの物について話をし
たいと思います。
まず、テレビというものは明治 30 年(1897
年）にブラウン管というものが発明されました。
その後日本では、大正 14 年(1925 年)にラジオ
放送が始まりました。その後、大正 15 年に日
本のテレビの父と呼ばれる高柳さんが、
「イ」と
いう字をブラウン管に表示させました。それが
日本のテレビの始まりです。
その頃、ドイツでは本格的にテレビ放送が始
まっていたということで、日本がどれだけ遅れ
ていたかがわかります。日本では昭和 28 年、
シャープが国産第一号の白黒テレビを発売しま
した。14 インチでその当時の値段は 175,000
円、大変高価なものでした。
それに合わせまして、同年 2 月 1 日から NHK
のテレビ放送が開始、一番最初に中継されたの
は歌舞伎だそうです。その当時の契約件数は
866 件、受信料は月額 200 円という高い金額で
した。
その後、1960 年にカラー放送が始まりまし
た。1962 年には受信契約件数が 1000 万件とな
ったそうで、テレビが本格的に普及しました。

水野

相模原市緑区中野 1029
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旭 SAA

八木

【出席報告者

事務所・例会場

会長
八木 勉
幹事
高橋幸一
会報委員長 具 尚禮
会報発行
事務局

茂委員長】

現在会員数

出席対象数

本会出席数

本会欠席数

本会出席率

前回修正出席率

18

15

13

2

86.67％

85.71％

本日欠席者

山﨑会員、松本会員

前々回修正出席率

78.57％

を高画質で楽しめるテレビが登場しました。
また最近では東京オリンピックに合わせて
5K というさらに進化したテレビも期待されて
いるようです。
2011 年 7 月 24 日に地上アナログ放送が終了
し、今の地上デジタルテレビ放送になりました
が、今はインターネットを使ってテレビを見る
ことができるようになりました。
さらに 2020 年の東京オリンピックに向けて
ハイビジョンテレビの 16 倍の画素数であると
いうスーパーハイビジョンテレビが開発されて
います。
このように技術の進化というものは目まぐる
しいものがあり、私達もついて行くのが大変と
感じる時代になりました。しかし、非常に便利
になり、大変綺麗な画像を楽しめるようになっ
たというのはとても素晴らしいことだと思いま
す。
今日、テレビの進化について話をしましたが、
ロータリーというのも 100 年以上の歴史を持っ
ていますから、そういう中で時代と共に少しず
つ変化をしてきたと思います。そして、私達の
クラブも時代に合わせて変わっていかなければ
いけないと思うのです。
規定審議会でクラブ運営についての変更が決
定され、先日当クラブはどうするかを小川研修
リーダーを中心に話して頂き、変更はゆっくり
でいいという話になりましたが、今の時代の流
れを考えると本当にゆっくりでいいのでしょう
か。
私は会長ですので、皆さんの意見をまとめて
それを実行する立場です。皆さんがゆっくり考
えればいいというのであれば、それでもいいか
もしれませんが、これから先の事を考えると、
クラブ運営の大切な部分を少し変える必要があ
るのではないかと私は思っております。
今がちょうどその機会ですので、もう少し深
い議論をして頂きたかったという気持ちがあり
ます。
クラブ運営は時代に合わせて変えていかなけ
れば厳しいです。皆さんもクラブのためにどう
すればよいかを考えて頂きたいと思います。
会員増強をするにしても、例会の方法や会費
の問題などが今のままではなかなか難しいでし
ょうし、あまり先延ばしをせずに検討する必要
があると思います。
この津久井中央ロータリークラブを時代に合
わせ進化させて、皆さんと共によりよいクラブ
にしていきたいと思っております。

幹事報告

高橋幸一幹事

週報受領
相模原柴胡 RC
ロータリー関係受領書類
ガバナー事務所
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金沢ガバナー補佐エレクト
2017-18 年度・各ＲＣ会長幹事・名簿
第 5 グループ 会長幹事会の申し合わせ事項
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相模原 RC 相模原柴胡 RC 相模原中 RC
例会変更通知

卓話
佐藤祐一郎地区研修委員
ポリオワクチン投与の活動で今年もインドに
行ってきました。今年はポリオ患者がリハビリ
をしている病院や学校に行って来ました・
足が曲がっている子供達をまっすぐになるよ
う少しずつ矯正して、何年もかけて歩けるよう
にする病院があるのですが、そこに行って院長
の話をスライドを見ながら聴きました。
親のいない子供達を親のいる子供達と一緒に
育てている学校にも行かせて頂き、色々勉強に
なりました。
ポリオ撲滅運動は日本から始まったそうで
す。麹町ロータリーの方が南インドに行った時
に、夜テントで寝ていたら何かが這ってきて、
それが手足が動かない人間だったことに驚愕
し、何とかしなければと南インドでのポリオワ
クチン接種に生涯をかけたようなご尽力をなさ
ったそうです。
それが WHO やユニセフに繋がり、ロータリ
ーに繋がったようです。麹町ロータリーや東京
のロータリーの関わり合いの中で、ポリオ撲滅
運動が広がっていったということから、ロータ
リーとインドとは関係が深いわけです。

そして、2011 年の 1 月に最後の発症者が出て
何年か経ちましたが、これはポリオを絶滅させる
ための接種方法が非常にうまくいったからなの
です。
政治家に 3 人位ロータリアンがいたことで、
国の予算で接種を行っています。ロータリーやユ
ニセフ、WHO などの寄付金は宣伝や資材を運ぶ
車、ケースなどに使われています。

スマイル委員会

年 2 回ナショナルデーという日に全子供に接
種、学校に来ない子供は家庭まで行って接種を
行うという政府の徹底したやり方で絶滅させた
非常に上手くいった例であります。
私達がインドへ行くのは、ポリオ絶滅の過程
を勉強するということもあるのだと思います。
そういう意味でも一度はインドへ行ってみると
よいのではないでしょうか。

水野 茂委員長

『ス マ イ ル 報 告 水野 茂委員長』
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
会 水野 茂委員長
津久井中央 RC
八木 勉会員
日差しは春の日差しですね。心がウキウキしますが…。何か良い事ないかなぁ～。
高橋幸一会員
花粉症の注射（今シーズン 2 度目）を打ってきました。一緒に行った方と注射
反省会で田園に行きました。具さん元気でした。
井上 旭会員
いよいよ 3 月に入り彼岸が間近になり、住職が無住なのでなにかと気ぜわしく
なってきました。先祖のために働くことはいい事だと思っています。
佐藤さん、本日は卓話ありがとうございます。感謝！
小川洋一会員
仕事が年度末で忙しいです。イライラ、イライラ毎日してます。おかげで酒の
量が増えてます。
森田正紀会員
公共イメージセミナー、次年度会長幹事会、そして来週は PETS です。いよい
よ次年度に向けてスタートしました。杉本さんとはしっかりきずなも出来まし
た。なんとかなるかな？ 皆様、よろしくお願いします。
吉野賢治会員
久しぶりです。小山さんプレゼントありがとうございます。桜の開花時期が気に
なります。
沼崎善充会員
春ですね～。東電の立ち合いで私服にてスイマセン!! 杉本君、顔色がとても良
いですね!!
佐藤祐一郎会員 本日は朝から相愛信用組合中津支店の地鎮祭でした。おかげで早く例会場に着
きました。本日の卓話、準備不足で申し訳ありませんでした。
小山里枝会員
佐藤さん、井上さん、ホワイトデーありがとうございます。きょう、筆記用具
をうっかりしましたが、なんと！お年賀でいただきましたイノウエさんからの
ボールペン発見！有難く使わせていただいております。感謝です。
佐藤さん、卓話ありがとうございます。引き出しを沢山お持ちですし、うらや
ましい限りです。女性会員のためのセミナーに出席してきました。お天気が良
くて良かったのですが、横須賀まで 2 時間半“旅”でした。佐藤さん、お疲れ
さまでした。
杉本信一会員
2780 地区公共イメージセミナーに昨日いってきました。基調講演よかったです
よ。
前沢弘之会員
明日、末っ子が中学校を卒業します。中学校入学の直前に韓国との子女交換事
業に参加させて頂き、おかげで大変立派に成長いたしました！?
水野 茂会員
佐藤さん、卓話ご苦労様でした。沼崎さん、お呼び出ししてスマイルまでして頂
き申し訳ありません。ゴルフで杉本さんに負けて落ち込んでるようですが、いま
までの勝ちを思い出して、前を向いて頑張ってください。

