
・点　鐘　安藤副会長

・ソング　我等のなりわい�

・卓　話　和泉由起夫幹事�

【会長報告】　　　　　　　　　  安藤副会長

　会長より指示、伝言等ございません。

【幹事報告】

・９／２６市役所２Ｆ・森林文化講演会「今さら

　人には聞けない木のはなし」林知行氏�

・１１／２７市民会館・稲垣潤一アコースティッ

　クライブ�

◎例会変更のお知らせ�

◇日高ＲＣ�

・１０／５  （火）  ガバナー補佐訪問�

・１０／１２（火）  ガバナー公式訪問�

・１０／１９（火）  移動例会　観月会�

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　　　藤原君

　１１／１６（火）秋の親睦ゴルフコンペ開催。

飯能グリーンカントリー。昼食付１６，８００円、

参加費３，０００円、当日集めます。大勢の参加

をよろしくお願いします。

【出席報告】※【ＭＵ】なし

◎無届け欠席はございません。（拍手）�

【結婚・誕生日祝】

◇入会記念日おめでとう。　　　　　山岸君�

◇結婚記念日おめでとう。　大野君、藤原君

◇会員誕生日おめでとう。

　４木川君、１９土屋（良）君、２２神田（敬）君

　２８土屋（崇）君、２９北田君

◇夫人誕生日おめでとう。�

　３丸山夫人、１７北田夫人、２８和泉夫人

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・おかげさまでロータリーライフを楽しんで

　おります。　　　　　　　　　　　山岸君�

・結婚２０年目です。有難うございます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　�大野君

・ゴルフコンペに大勢の参加をお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　藤原君�

・本人誕生日、病院創立３０周年、いろいろと

　お世話になりました。　　　　　　木川君�

・誕生日祝い有難うございます。�

　　　　　　土屋（良）君、神田（敬）君、北田君

・９／２８で満６０才になります。　土屋（崇）君�

・妻の誕生日祝い有難うございます。�

　　　　　　　　　丸山君、北田君、和泉君

・卓話、取り上げて戴き有難うございます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　和泉君

・結婚３５年になりました。　　　　  藤原君�

・早退。　　　　　　　　　小川君、高橋君�

本日計５１，０００円、累計額２５１，６２２円。

◎１５日例会当番は細田（徳）会員、細田（伴）会員です。

�【卓　　話】

講師紹介　　　　　　大野プログラム委員長

「プログラムはたいへんだね」と皆さんから

言われますが、一番の役得は聴いてみたいお

話の講師を委員長の権限で呼べるということ。

原市場の山の方では防災無線がなかなかよく

聞き取れません。飯能ケーブルテレビ（株）の「防

災お知らせサービス」は自分で知りたい話な

ので皆さんも聴いてみたいのではないかなと

思いました。和泉幹事は同社代表取締役社長、

埼玉ケーブルテレビ連盟会長です。

　皆さんの中にはモニターで既に使って頂い

ている方もいらっしゃいます。以前、地震だ

けの部分で実証実験をさせてもらいましたが

飯能は地震が少ないところでした。しかし、

飯能は雨が２日も降ると山が崩れる、川が氾

濫する…大変怖いところだと毎年痛感してい

て、これを何とかしなければ、というのがあり

ました。また、私は山間地に住んでおります

が、市の防災無線がなかなか聞き取れない。

それは山間地だけでなく、まちでも喧騒のた

め同様の状況がある。「警察でナントカ」「消防

署のナントカ」…気になるな、何だったのかな、

分からないという声が非常に多い。これが何

とかならないかなと思っていました。

　コンテンツは当時未だございませんでした

が、阪神淡路大震災を教訓に気象庁の若い研

究員が「緊急地震速報」のシステムを作り上げ

たのです。これは地震の多い地域のケーブル

テレビや放送局では導入が進みましたが、そ

れ以外の地域ではなかなか浸透しなかった。

そこで、それを改良するかたちで、防災に関す

る全ての情報がマルチ的に入るシステム「マ

ルチアラート」が開発されました。

　端末は薄く、足を付けてテレビの傍に置く

か柱に取り付けるかします。機能は３＋１。

　まず、気象庁とケーブルテレビ局間の契約

で行う「Ｃ（ケーブルテレビ）アラート」。気象

庁の地震観測所は県下に２００弱、飯能では苅

生の市有林に熊谷地方気象台の造った観測所

があります。全国から一斉に気象庁に信号が

入り、スーパーコンピューターで瞬時に解析、

地震が来る地域に速報します。ケーブルテレ

ビ局のコンピュータが１つ１つの基盤の中で

“飯能の震度”を演算、「震度○が△秒後に来る」

というところまで分かります。ＮＨＫが採用

している速報はテレビを見ている時だけ。し

かも広域ですから「まもなく大きな地震が来

ます。気をつけて下さい」と、そこまで。「Ｃア

ラート」は各まち毎に演算出来る利点があり、

震度までお知らせします（震度「３」以上）。

　２つ目は内閣官房からの大規模テロ、ゲリラ・

特殊部隊攻撃、航空攻撃、弾道ミサイル情報。

　３つ目は飯能市役所が

一生懸命やっておられる

危機管理室の「防災はん

のう」（防災行政無線シス

テム）。日頃、スピーカー

から流れて来ているもの。

今日も９：１０、「振り込め

詐欺注意」の呼びかけが

ありました。「気をつけな

ければ」という学びが出来ます。全ての防災

無線が家庭内で全部聞こえます。

　電気を使用しており２４時間いつでも聞こ

える。ランニングコストはほとんど掛からない。

掛かるのはエネルギーコスト（２６円／月）だけ。

ケーブルテレビ加入者にお付けしております。

市役所と国とケーブルテレビと「三位一体」で

安心安全の生活を営んでいきましょうという

のが私達の願い。ケーブルテレビは番組を作

って放送するというだけの時代ではございま

せん。通信も放送もどんどん垣根が無くなっ

ている。“有線ラジオ”的なものから、今度はテ

レビと融合するようなことになります。

　何かあった時には危機管理室に緊急本部が

出来、沢辺市長が本部長になるわけですが、

その情報も全てここ、「マルチアラート」から

流れます。同時に私共は市と防災協定を結ん

でおりますので、制作班がすぐに緊急本部に

行き生放送します。テレビと「マルチアラート」、

両方でお知らせするものです。

　埼玉県下では飯能が初、東京都では導入が

始まっています。各家庭への導入はやり易い

が公衆の面ではなかなか難しい。伊勢丹はい

ち早く導入しましたが他のデパートや企業等、

人の集まるところは、「やりたいけれども、パ

ニックになってけが人が出たり」と、そこまで

対策するのはもう少し待って、という状況です。

近々、学校（職員室）にも導入します。東京で

は石原都知事が「教室も付けろ」ということで

やっています。

　地域密着型で、皆と一緒にケーブルテレビ

を活用しようというのが私の願い。私の思っ

ているケーブルテレビは今が“元年”。ケーブ

ルテレビ、インターネット以外に、いろんなこ

とが出来るようになったなと思っております。

　生活に密着したシステムをどんどん進化／

深化させて行きたい。ただ便利なだけでなく、

家族にプラス、コミュニティ（共同体）にプラ

スになるようなものを作って行きたい。先ず

これが出始めです。別な機能、福祉、在宅医療

等についても国やメーカーで一生懸命考えて

おります。ケーブルテレビのインフラを使っ

てやって行きたい。今後は“マルチケーブル

テレビ”というかたちになると思います。
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和 泉 由起夫 幹事飯能ＲＣ
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第２４０５　例会
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