
東京浅草中央ロータリークラブ週報

週報東京浅草中央ロータリークラブ

2010年 11月 10日

第1197回例会
会長　古 谷 輝 彦
幹事　原 田 　 毅

〒 111-8765　東京都台東区西浅草 3-17-1　浅草ビューホテル 2 階
TEL. 03-3847-1111　FAX. 03-3847-0154  　URL : http://www.asachu-rc.jp

　2010ー 2011年度テーマ
R . I . テ ー マ	 「地域を育み、大陸をつなぐ」
	 	 R . I . 会 長	 Ray		Klinginsmith
	 	 地区ガバナー	 上 　野　　　操
クラブテーマ	 「楽しいクラブ、ためになるクラブで25周年を祝おう」	
	 	 クラブ会長	 古 　谷　輝　彦

今後の卓話予定

本日の卓話

11/17		 「弁護士の賢い利用法（仮題）」	 岩田幸一君　紹介者　折原君
11/24		 「介護の現場状況と今後の展望」	

やまねメディカル　浜田利春様　紹介者　折原君

	「歴史に学ぶ」−賢者は歴史に学び、愚者は体験に学ぶ。トップに求められる歴史認識−
あいおい生命保険株式会社	特別顧問　窪田泰彦様　紹介者　折原君

前回（10/27　1196 回例会）の記録
来　訪　者　紹　介（1196回例会）

	総会員数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率	 修　正　出　席　率

	 45 名	 1 名	 ３名	 37 名	 4 名	 90.24％	 1194 回例会修正　欠席 2名・出席率 95.12％

出　席　報　告（1196回例会）

会長報告＜古谷会長＞
・会長就任以来本日の例会で4ヶ月終わりま
した。残り8ヶ月全力を尽くすつもりです
ので、皆様のご協力宜しくお願いします。

・創立25周年記念・1200回例会クリスマス家

族会まであと1ヶ月となりました。
　親睦委員会ほか関連委員会の皆様には、一
生懸命準備していただき心より感謝申し上
げます。大勢の会員・家族が参加して祝い
ましょう。

◆ゲスト ２名 ㈱リンジャパン　代表取締役　山 口 伸 一	様
  ㈱リンジャパン　営業　長 堀 　 晶	様
◆ビジター ４名 東京北R.C.　谷 口 憲 二	様・東京浅草R.C.　小 林 正 巳	様
  東京リバーサイドR.C.　栗 原 正 雄	様・東京足立R.C.　北 澤 艶 子	様

会員増強は
クラブの若返りと明日への架け橋 !

25 周年クリスマス例会
奥様と魔法にかかれば楽しさ250％ !

幹事報告＜原田幹事＞
・「ロータリー文庫」の件で、まもなくクラ
ブのHPにリンクをはる準備をしています。

委員会事報告
＜親睦活動委員会＞
25 周年・1200 回記念例会　クリスマス家族
会のご案内が届いているかと思います。会場

・来週は祝日の為、例会は休会となります。

で出欠をお聞きいたしましたが、必ず FAX
にてご返信お願いいたします。是非多くの方
の、特に奥様・ご家族のご出席をお願いいた
します。

	 6	日	（37 才）	矢野幸士君	 6	日	（76 才）	 吉田長二君
11月お誕生日祝	 9	日	（69 才）	中村義英君	 23	日	（68 才）	 植木　榮君



卓　　話

みなさんにとっての音楽メディアとは何
でしょうか？多くの方にとっては CDを
さすと思います。

試聴M１
エラ・フィッツジェラルド＆ルイ・アー
ムストロング『アラバマに星落ちて』

この様な古いものでもちゃんとしたステ
レオで聴けば良い音で聴けます。
CDというメディアは、1982 頃に出来た
30 年前のフォーマットで、0と 1 の信号
を 12cmの盤面に凹凸で記録しています。
そして、盤面の凹凸にレーザーをあてて
反射光を読み再生しています。機械の中
でやる仕事が大変多いです。しかし、30
年前にはそれしかありませんでした。例
えるならば、大きなエンジン音でガタガ
タと揺れるトラックの中で楽譜を読む様
なものです。
DS（デジタル	ストリーム）のシステム
は CDとは全く違います。現代ではメー
ルやインターネットで物質を介さずに
データを届けられる様になりました。DS
はそのようにデータを静かに受け取って
再生出来るシステムです。

試聴M２
ボーイズⅡメン『サイレントナイト』

山　口　伸　一　様

紹介者　長堀　映司 君

「デジタルが救う音楽」

LINN	DS のメリット
①CDより音が良い。これこそが音楽ファ
ンにとって一番大事な事。

②ライブラリーとしての能力。物理的な
物としての存在している CDはラック
に置いておかないといけません。

僕みたいなガサツな人間は探すのに 10分
かかったりします。探し出したらディス
クが入っていないなんて事もあります。
10年間聴いていないCDもあったりしま
す。聴くチャンスは二度と訪れないかも
しれません。ハードディスクで音楽を管
理しているDSは、曲がリストや画像で見
れいつでもその曲にたどりつく事ができ
ます。アルバムやアーティストを跨いで
ランダムに再生する事も出来ます。
今回僕がお話したい『デジタルが救う音
楽』とはどういう事かと言いますと、現
在CDセールスは全盛期の半分と言われ
ています。趣味が多様化したり、ダウン
ロードの出現等…も理由にあげられます。
レコード会社も売れるかどうか分からな
いCDを作る事はリスクを伴い、「浜崎あ
ゆみ」さん等のメガセールスが期待出来
るものなら問題ないのかもしれませんが
良い音楽だがセールスが期待出来ないも
のは扱われなくなっていきます。
著名な指揮者の CDでも 300 枚しか売れ
ない事もあると言われています。在庫し
て売り切ったとしても再プレスは期待出



＜今週担当　井田健爾＞

第1196回ニコニコ金額	 31,000円
今年度ニコニコ累計額	 625,000円

ニコニコボックス

＜長堀＞

・本日の卓話者、㈱リンジャパン代表取締役

の山口伸一様をご紹介させて戴きます。

＜古谷会長、原田幹事＞

・本日卓話をしてくださる山口伸一様、当会

にようこそお越し下さいました。

＜関原、海内、長沼、藤田、永井＞

・山口伸一様、本日の卓話「デジタルが救う

音楽」皆で楽しみにしております。

＜松崎、長島、斉藤、井田＞

・急に寒くなりました。皆様、風邪などひか

れぬようご自愛下さい。

＜松崎、岩戸、柘、上野、岩田、松本＞

・奄美大島の皆さん、ガンバッテ下さい‼

＜宮村、河合、斉藤、伊石＞

・園部さん写真ありがとうございます。

＜吉田（長）＞

・10月21日、長月会に、大勢の参加をして頂

き、楽しく、大変良かったです。有難う御

座居ます。

＜松崎＞

・10月25日、めでたく72歳の誕生日をむかえ

ました。ロータリークラブのおかげで楽し

い人生を送れております。

＜海内＞

・５年半ぶり、浅草に帰ってきました。

＜藤掛＞

・高木さん、昨日は遅くまでありがとうござ

います。

来ないという状況です。
対して、データが直接届けられる事にな
るとダウンロードする形で届けられます。
これにより「廃盤」が無くなります。在
庫もいりません。
多種多様な音楽が自由に楽しめる理想的
な状況をつくる格好の材料です。
データで受け取りやりとり出来ると、
CDの様にフォーマットにこだわる事が
なくなります。
小さなデータ・大きなデータまでフォー
マットを問わないので、多種多様な音楽
ファンにとっては現存する最高の音が楽
しめます。演奏者側もリスナーに忠実に
届けられます。レコード会社にとって

は付加価値をつけて売る事が出来ます。
2006 年・LINN はスタジオマスターと言
われる音源をダウンロードで配信してい
ます。
最後に聴いて頂くのはその音源からで
す。
静かに歌う彼女の声がリアルに聴いて頂
けると思います。

試聴M３
Judith	Owen『My	Father's	Voice』

お父さんの声を思い出して歌う様が感じ
とっていただけたと思います。


