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第 2690 地区ガバナー 葛尾 信弘
「ロータリーは地域と共に」

■■■ 例会プログラム ■■■
例会日
卓話者
11 月 26 日 会員 佐々木 哲也
12 月 3 日 ホテル ほり江 18：30〜
社会奉仕委員長
12 月 10 日
飯 塚 大 幸
■■■ 出席報告 ■■■
会員数 出席者数
欠席者数
36
28
8 (3)

演題
新型インフルエンザについて
忘年例会

１

２

３

会長／ 高砂 明弘

副会長／ 加藤 昇

幹事／ 小村 益造

会計／ 伊藤 義徳
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５
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９ 10 11 12 13
合計 13 個のセグメント

セグメント 432 本の
搬送波
出席率
84.85%

帯域幅 約 5.572MHz

前回補正出席率
93.94 %

■■■ 欠席者 ■■■

■■■ 幹事報告 ■■■
１． 例会変更

内田／飯塚大／園山／園／平野／ （石原恵／山根／田中久）
■■■ 来訪者 ■■■
な し
■■■ メークアップ ■■■
11/20 大島卓 （岩国西）

出雲ＲＣ 12/8(火) 18：30〜 忘年家族会 於）ウェルシティ島根
ビジター受付 11：30〜12：30 ホテル 武志山荘
２． 休

会
出雲ＲＣ

12/29(火)
Ｈ22 年 2/2(火)

***************************************************

ビジター受付

な し

■■■ 次回例会受付当番 ■■■
（12 月 3 日）

清原正幸／原 孝士／堀江卓男

（12 月 10 日）

釜屋治男／飯塚大幸／飯塚詔夫

■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■
（出雲）
（松江） 赤文字 例会変更
出雲中央ＲＣ 11/30 12/14
松江南ＲＣ 12/14・28
月
月
22 年 1/4
22 年 1/4(休) 1/11(休)
出雲ＲＣ 12/8 12/29(休)
松江しんじ湖ＲＣ 12/1
火
火
12/22
22 年 2/2(休)
大社ＲＣ 12/9
松江ＲＣ 12/16
水
水
12/23(休) 12/30(休)
12/23（休） 12/30
木 松江東ＲＣ
金 出雲南ＲＣ
■■■ 会長挨拶 ■■■

家庭用の大型テレビをハイビジョン地デジテレビと呼ぶのに対して携
帯電話のテレビ受信はワンセグと言います。
なぜ携帯電話ではワンセグと言うのか、今日はお話します。
日本の地上デジタル放送では UHF 帯４７０MHz-７７０MHｚを CH
１３〜CH６２と呼ぶ５０のチャンネル分けしています。その１つのチャン
ネルの周波数帯域幅６HMｚが１３セグメントに分かれた構造となって
います。そのうち、ハイビジョン放送（HDTV）には１２セグメント、標準
画質放送は４セグメント、モバイル（携帯電話）には１セグメントが割
り当てられています。
この「１セグメント」を略して「ワンセグ」と呼ばれています。
セグメントには、周波数の異なるたくさんの搬送波４３２本が並んで
おり、セグメントごとにその変調方式や、誤り訂正の方法などを変えら
れるようになっています。

昨日までに、次年度役員、理事の立候補・推薦がございませんでしたので、
現理事をもって指名委員と致します。
■■■ 委員会報告 ■■■
プログラム委員会 （加藤喜委員長） ： 12 月、1 月の例会予定の紹介
■■■ スマイル ■■■
高砂 （加藤喜久会員のご子息様のご結婚お祝い致します。
おめでとうございます。）
加藤喜 （息子の結婚のお祝いを頂きありがとうございました。）
河原 （この間 財団委員会のお話の折に、作ったばかりのロータリーカー
ドを落としてしまいました。拾って下さった人、ありがとう！）
田中浩 （早退いたします。申し訳ありません。
加藤喜久会員の御令息 ご結婚おめでとうございます。）
■■■ スピーチ・例会行事 ■■■

「新型インフルエンザについて」
佐々木 哲也 会員
【 特徴 】
季節性インフルエンザに比べて、感染性が非常に強い。
熱が出る前日からウイルスを排出し、感染性がある。
感染者（発症患者）は若年者が非常に多い。
当初、致死率は高くないと考えられていたが、重症者の報告も増えてきた
妊婦は重症になりやすい
小児やハイリスク者では死亡例の報告
【 予防対策 】
新型インフルエンザ予防接種
手洗い・うがい
マスク
人が集まる場所への外出の自粛

********************************************************

巨大風車群と海の幸ウォーク
会 長

高砂 明弘

先日29日日曜日に「巨大風車群と海の幸ウォーク」と題して約1400人弱
の参加者でウォーキングが開催された。
当日は会議所を代表して、園会員、合銀とロータリーを代表して田中祥
貴会員が参加。園会員はスポーツマンらしく15km に果敢に挑戦。また、参加
者の安全確認と言う事でアンカーを務めゴール。
田中会員は、行員17名と一緒に参加。登り坂はいささかきつかった様だが、
下りは歩くと言うよりも・・・・・・といった感じでゴール。
完歩後二人ともさわやかな表情で又参加したいとのこと。
お疲れ様でした。（T）

