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日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 63 名・免除者欠席 8 名・欠席 8 名・ビジター 1 名 ・出席率

79.45 ％

《２月 20日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 56 名・免除者欠席 7 名・欠席 16 名・メークアップ 16 名・修正出席率 100.00 ％
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話

『４Kとは？高画質の魅力と
これからのテレビ』
長崎文化放送株式会社
技術局長 舩原 秀夫 様

テレビCMや電器屋さんのテレビ売り場に
行くと4K、8K、HDRなどの言葉が飛び交っ
ています。
これは何でしょうか？わかっていそうで
理解しにくい、いま進化している高画質へ
の映像の世界を少しお話したいと思います。
映像の話をするためにはテレビの歴史を
少し。テレビ放送は1953年に白黒放送を
NHK、民放が開始。カラー放送、そしてデ
ジタル放送へと移り変わりました。受像機
も、ブラウン管に始まり、液晶テレビへと
進化し、薄型・大画面でハイビジョン番組
を楽しめるようになりました。
通信インフラ、表示デバイスの進化によ
り、タブレット、スマートフォンが出現。
ポータビリティーとパーソナル化が一層進
みました。省エネ、高画質化と進化し、有
機ELパネルも一般的になり、２Kから４K
画質、HDRなど映像をいつでも何処ででも
楽しめるようになりました。
そこで、4Kや8Kとは何でしょうか？
液晶テレビなどの表示パネルの性能は解
像度（ドットの集まり）で表現します。地

上波デジタル放送はフルハイビジョン、通
称2K。BS放送では昨年12月から4K放送が
始まりました。
4Kパネルは、2Kパネルを4枚合わせた解
像度があり「4K」といい、8Kパネルは4K
パネルの4枚分、HD4Kパネルの16枚分の解
像度、表現力があり「8K」といいます。
解像度は、視覚に訴えるものがあり、8K
は人間が感じ取れる情報を映し出すことが
出来る究極の表示と言われています。
4K／8Kは、超高精細映像と立体音響で表
現される迫真の臨場感が魅力です。4K HDR
とは従来の2K放送よりも広い明るさ（輝
度）の幅（ダイナミックレンジ）を表現で
きる高画質映像技術です。HDR対応の番組
をより美しく観るためには4K表示パネルが
HDR対応であることが必要なので。今テレ
ビを買うなら「4K」は当たり前。もう1つ
の重要キーワードが「HDR」です。BDやデ
ジタル放送を楽しむには、これからテレビ
を買うときは、このワードをお忘れなく。
話題は変わり、最近の放送を取り巻く状
況をお話しします。
スマートフォンの普及により、いつでも
どこででもネットと繋がることで、SNSや
動画サイトを楽しむ機会が増えてきまし
た。特に若い人たちにはテレビ離れが進
み、スマートフォンでYouTubeなどの動画
を見ることが多くなっています。そして、
一般家庭でも光インターネットがある家庭
も増え、テレビもWi-Fiなどでインターネッ

（1）

トと繋がり、スマートフォンと同様の機能
を有した「スマートテレビ」というものが
主流となりつつあります。リモコンには、
地上波、BSのボタンだけでなくAbemaTV
などのインターネットテレビなどを楽し
め、スマートフォンやタブレットと連携し
たスクリーンとして活用が出来るようにな
ります。
ご家庭のテレビが、インターネットのポ
ータルサイト的な役割を持つようになるの
かもしれません。
その時、私たち地上波のテレビも豊かな
番組をお届けし、地域情報やニュースを通
じて地域発展に貢献し、皆様に信頼される
メディアとして支持されるよう、これから
も取り組んでいきます。

例会記録
◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「我らの生業」
◯卓話者
長崎文化放送株式会社
技術局長 舩原 秀夫 様
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■陣内 純英さん
西海みずき信用組合 理事長
推薦者：橘髙 克和 会員
平尾 幸一 会員
（カウンセラー）
委員会配属：親睦活動委員会
出席・例会委員会
3月に入会させていただきました。
昨年1月、西海みずき信用組合の発足時に
理事長として着任しました。
長崎県には44年ぶりのUターン、佐世保
には、相浦小学校1年生のときに転校して以
来、57年振りです。
1年佐世保で過ごし、風光明媚で賑やか
で、やっぱりいい街だ、帰って来てよかっ
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たと実感しています。
何卒宜しくお願いいたします。

会 長 挨 拶
会長 古賀
巖
本日の例会で、本年度の例
会は残すところ1/3になりま
した。
やっと2/3が過ぎたという
感じがしております。特に今
年は地区大会があって、皆さんにご負担を
おかけしましたので、1年間を長く感じてお
ります。
しかし、まだまだ今月末にはハワイの短
期留学が控えており、皆さんへのご負担は
最後の最後まで終わらない感じであります。
本日、3月理事会を開催しました。
〔理事会報告〕
１．観桜例会の予算及び実施内容について
日時/4月3日㈬ 18：30～
会場／ホテルオークラ JRハウステンボス
【承認】
２．職場訪問について
日時／2019年5月11日㈯ 10:20～18:10
場所／長崎市
軍艦島「端島」へ上陸見学
【承認】
３．会員退会について
川添秀則会員（長崎文化放送㈱ 佐世保
支社長）より転勤の為、定款第15条第8
節 規定により退会届が提出されました
ので、3月29日㈮付をもって退会を承認
する件
【承認】

４．新会員候補者4名について
ク ラブ細則第10条により第1節より第4
節に基づきクラブに発表までの手続き
を進める。
【承認】
５．第10回理事会日程について 継続審議
日時／2019年4月10日㈬ 11:00～
場所／佐世保玉屋 7階 玉昇庵
【承認】
ロータリークラブの3月は、2014年10月
R I理事会において、3月の重点分野として
「水と衛生月間」となりました。地域社会
における安全な水の公平な提供、衛生設備
や衛生状況の改善、持続可能な水設備と衛
生設備の設置、資金調達、維持管理を地域
住民が行っていくための能力向上、安全な
水と衛生の重要性について、地域住民の認
識を高めるためのプログラム支援、水と衛
生に関連した仕事に従事することを目指
す、専門職業人のための奨学金支援を強調
する月間であり、2030年までに、すべての
人に安全な水と衛生設備、衛生環境を提供
するという、ロータリーの目標達成に向け
た取り組みを、呼びかけるとなっています。
日本国内ではあまり関係ないような感じ
がしますが、世界に目を向けると大切な事
柄だと思われます。
3月は、もう一つ重点分野がありますが、
それは来週の例会にてお話しいたします。
さて、本日の例会卓話は、NCC長崎文化
放送 技術局長 舩原秀夫さんです。
テレビの技術的（専門的）なお話を拝聴
できるとあって、楽しみにしておりました。
本日も最後までよろしくお願いいたします。

２．海上自衛隊佐世保地方総監
海将

菊地

聡様

佐世保自衛隊後援会会長代行
田中丸善保 様
「春の集い」ご案内
日時／2019年4月6日㈯ 12:00〜13:30
会場／海上自衛隊 平瀬体育館
会費／3,000円
締め切り日／3月15日㈮

朗遊会より
朗遊会

幹事

坂元

崇

第4回 朗遊会ご案内
3月2日㈯第3回朗遊会に
は、21名もの多くの会員の皆
様にご参加いただき、ありが
とうございました。天候も何
とかもって、雨が降らずにプレイすること
ができて良かったと思います。
引き続き、第4回朗遊会を4月13日㈯ 13時
から佐世保カントリークラブ石盛岳コース
にて開催いたします。多くの会員の皆様の
ご参加をよろしくお願いいたします。親和
会ご参加の皆様も、よろしければカード参
加をよろしくお願いいたします。
尚、第47回佐世保市内8ロータリークラブ
親睦ゴルフ大会が、5月26日㈰ 8時16分スタ
ートで、三川内カントリークラブで行われ
ることが決定いたしました。改めて皆様へ
案内をセルフボックスへ入れさせていただ
きます。ご参加よろしくお願いいたします。

幹 事 報 告

ニコニコボックス

幹事 大久保利博
１．地区公共イメージ委員会
委員長 久保 泰正さん
M y Rotaryアカウント登録率目標設定の
お願い
3 月1日㈮付け登録者数・登録率報告書
が届いております。

親睦活動委員会
古賀

北野

慎司

巖 会長、大久保利博 幹事

廣瀬

章博 副幹事、川添

福田

金治さん、黒江

納所

佳民さん

秀則さん

章雄さん

長崎文化放送㈱ 技術局長

舩原秀夫様の

卓話に期待してニコニコします。
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古賀
巖 会長、大久保利博 幹事
廣瀬 章博 副幹事、北野 慎司さん
前田 隆夫さん、安福 竜介さん
福田 金治さん、福田 金吾さん
増本 一也さん
新会員 陣内純英さんの入会を歓迎して
ニコニコします。
米倉洋一郎さん
人生で初めてグランドシニアティーより
プレイをさせてもらい、優勝させていただ
きました。次の目標は、スーパーグランド
シニアティーよりプレイすることです。そ
れまで元気でいたいです。当日一緒にゴル
フをしていただいた吉田英樹さん、松尾 貴
さんに感謝します。

【今週のランチ】
お肉たっぷり牛丼

安部 直樹さん、古賀 久貴さん
朗遊会にて入賞しましたのでニコニコし
ます。

2019年3月
＊例会卓話者予定＊
3月13日

◇

ニコニコボックス

本日合計
累

計

21,000 円

佐世保海上保安部長
古川

大輔 様

3月20日

平成音楽大学講師・マリンバ
打楽器奏者 山ヶ城陽子 様

3月27日

九十九島水族館 海きらら
イルカの飼育担当者
佐藤 瞭一 様

783,000 円

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／3月 19日㈫ 16:10〜
会場／西海学園高等学校 記念館1F 2年4組教室
＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／4月9日㈫ 18:00〜
会場／長崎国際大学
＊西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊R ACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

（今週の担当：安部 雅隆）
（カメラ担当：萩原多恵士）

クラブ会報委員会
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陽介 ・ 萩原多恵士
文雄 ・ 安部 雅隆

