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会長挨拶
皆さん、こんにちは。本日も、
例会休会です。次年度の予算・
事業予定・委員会構成をメン
バーの皆さんにはメール等で
確認そして承認ありがとうご
ざいます。栢森・岡田年度も、
いよいよ始まります。よろし
くお願いします。次年度は、コ
ロナにやっつけられないよう
に 角川文庫 小松左京著
「復活の日」を私は久しぶりに読んで見ました。また、
DVD を見ました。小松左京氏の予言書というか、今と
照らし合わせてこの書が恐ろしく思えました。
また、人類の強さ・愛・種族保存・・コロナ禍の現在を
生き抜く自分達に誇りをもちました。DVD の中の一言
がわすれられません。
「Life is wonderful」・・・
「日本語ではなんて、いうんだ」と、日本人南極越境隊
員に他国のメンバーが尋ねる一言です。お前たち、将来
パンデミックという破滅の壁にぶちあたる。しかし、人
類は英智で必ず乗り越える。
「復活の日」が来る。心配
するなとの過去からのエールのように私は、この本・Ｄ
ＶＤを観て痛感しました。

会 長 髙田 和裕

幹 事 村田 誠一

広報･雑誌・会報委員長 久留宮 秀郎

R.I．会長 ホルガー・クナーク

本日は、私の大師匠。八王子の井上先生に頂いた、お言
葉を次年度に送ります。
「コロナ、疑心暗鬼、誹謗中傷」
出典：経営者を元氣にする会報 342
井上得四郎 世話人
ある女性「感染した方は自殺したって聞いたよ」
。
別の男性「引っ越したという話も聞く」。
「村八分」
「共同絶交」
100 人超の集団感染を経験した島根県内の高校は昨年
10 月、新型コロナに関する差別・偏見の対策を話し合
う政府の会議に、経験を報告した。報告書によると昨夏
の発覚直後、学校には 100 件近い誹謗・中傷の電話が
あった。内容は「おまえたちは日本人じゃない。殺人者
を 100 人も作って」
「クズのような学校は潰してくれ」
などだった。
文科省は具体的な事例も報告。
「東京から転園してきた
園児が登園するなら、うちの子は登園させない」という
保護者がいた。
▽父親が陽性となった児童について、別の家庭の保護
者が「感染が心配だから、1 学期いっぱい休ませろ」と
要求した。
▽外国籍の児童・生徒に差別的な言葉がかけられた。
▽医療従事者の子どもが「一緒に帰りたくない」と言わ
れた、などがあった。
（5 月 2 日(日)朝日新聞）
流言飛語、コロナは人を疑心暗鬼にする。
おでこに「○○時検査、陰性」とでも、貼ってあればど
うだろう？きっと思う、
「もう 30 分過ぎている。この
30 分何していたんだろう？」
つまり、信じられることは、何もない。
敵が明らかでないから、すべてが敵に見える。
テレビでは「本日の感染者数」を報告し、駅周辺でイン
タビューしている。出歩く人もインタビューする人も、
陽性ではないのか、と。
会うべく他者の行動範囲が畏怖。何しろ、感染経路、方
法が分かってはいない。
外を出歩く人すべてが疑心暗鬼の対象。
行動全体が気になって仕方ない。
飲食店が「悪の根源」として、徹底的に憎悪させる。
店側は消毒の徹底、換気のためドアは開けっ放し、アク
リル板による飛沫防止をした。しかし、営業は 8 時ま
で、さらに酒の提供を禁じた。それでも、感染者数は増
え続けている、違うのでないか。
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無知、正しい情報が伝わらないせいだ。
「三密」防げば、本当に感染しないのか。
以上、私の恩師、井上得四郎氏のメールより一部抜粋
次年度に関して、自分の意にそぐわない意見が通っ
ても、後で批判せず民意を尊重して会長の思いを一年
応援してあげてください。
栢森・岡田の両名は、更なる進化を続けたコロナウイル
スの中、たくさんの、いろんなものを犠牲にして今日の
フォーラムのために準備をしてきた二人です。よろし
くお願いします。
さて、コロナ禍で私の年度はメーキャップをなしにし
ました。次年度は、次年度で決めます。ロータリーは単
年度制です。ご理解ください。よろしくお願いします。
また、いつか会える日を楽しみにしてます。
ありがとうございます。

村田

幹事報告

皆さんこんにちは、幹事報告
致します。６月のロータリー
レートは 1 ドル 1０９円とな
っております。６月の例会は
全て休会となりましたのでロ
ータリーの友と次年度の請求
書などを郵送させて頂きます
。会費の振込みをお願いしま
す。６月３日に西名古屋分区
の会長幹事会がありました。
各クラブ半分ぐらいの例会開催になったと発表が
ありました。特に懇親の部分はほとんど出来てない
との事です。当クラブはコロナ禍でも例会開催にこ
だわって１年運営できたと思いました。例会は開催
しますが会員が判断して頂き出欠を決めて頂くと
いう高田会長の判断が良かったかと思います。もう
例会はありませんが残りの任期中宜しくお願いし
ます。

６月の誕生日祝福
【ガバナー特別賞受賞のお知らせ】
会員の皆様のおかげで、名古屋みなとロータリークラ
ブは『ガバナー特別賞』を受賞することができました。
誠にありがとうございます。
6 月 26 日に表彰状を受取りますので、皆様には後日披
露させていただきます。

https://www.rotary2760.org/g20-21/hyousho/
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誠一君

10 日
11 日
15 日
17 日

田中君
福西君夫人
野村君夫人
山川君

６月の結婚記念日祝福
1 日 橋本（修）君
4 日 吉田（守）君

近況報告「レトロゲームのたしなみ」
栢森 雅勝君
あと一ヶ月でロータリーの新
年度が始まってしまいますが
、まだまだ準備が足りてなく
て焦っています。来年度の方
針などは 7 月以降にお話しさ
せていただきますが、来年度
は「例会を中心に」活動をして
いきたいと考えています。そ
の理由は毎週の例会が一番多
くメンバーが集まる機会だか
です。コロナの状況が改善していくにはまだ時間がか
かるかと思いますが、皆様には楽しい一年だったと思
ってもらえることを目指していきます。
さて、コロナ渦の引きこもりで私が去年からどっぷり
と嵌まっているものがあります。それはレトロゲーム
です。ＴＶゲームが世に出てきてブームを引き起こし
てから現在まで、ＴＶゲームの発達と変化をこの身に
体験してきた世代ですから、懐かしいという懐古的な
楽しみが家庭用ＴＶゲームにもあるわけです。しかも
今は大人ですから、昔欲しかったものも今なら買え
る！という状況変化もあります。
そこで今回は、現在のレトロゲーム事情に触れてみた
いと思います。
レトロゲーム事情の変化は、オリジナルが取引される
古物よりも昔のゲームを動かす互換機の歴史と言えま
す。
1．互換チップ（ムーアの法則）
世界中で大ヒットとなったファミコンが登場したのは
1983 年です。そのファミコンが製造中止になるころ、
ファミコンが動く半導体チップを積んだファミコン互
換機が出始めます。半導体の世界にはムーアの法則と
いう経験則があって、半導体は 2 年で 2 倍になってき
たと言われています。ですから、スーパーファミコンが
発売された 1990 年には、ファミコン発売の 1983 年
から半導体は 11 倍になってます。その頃から主に中国
製のファミコンソフトが動くチップを使った互換機が
出始めています。それらは画質･音質はレベルの低いも
のが多く、アナログのライン出力がほとんどです。です
が互換性を持つ半導体を使った互換機は、ファミコン、
スーパーファミコン、メガドライブ以外ではありませ
ん。
2．ソフトウェア互換（インターネット）
ファミコン(ゲーム機)をソフトウェアで動かすエミュ
レーターが次に出てきます。機械をプログラムでまね
するために、オリジナルを大きく上回る処理能力が必
要です。業務用とは違って、ゲーム機のソフトエミュレ
ーターは個人が作ったものですが、それがインターネ
ットの普及もあって世界中に広まり、様々なコミュニ
ティーで情報交換や開発プロジェクトが起こり、どん
どんと高機能なものになっていきました。初めはＰＣ

で動くマイナーなものでしたが、技術が進んで安い半
導体でも十分な処理能力を持つようになると、ワンボ
ードコンピューターやセットトップボックス、玩具な
どに組み込まれて販売されるようになってきました。
互換機といえば、これが一番多いといえます。
3．FPGA 互換機（新しい世代の半導体）
半導体チップには回路を設計して作り込むだけでなく
、
作った後で電子回路パターンを書き換えできる FPGA
というものがあります。最近は、その FPGA の能力が
上がり価格も比較的下がってきたことから、
この FPGA
チップを使って過去のゲーム機を再現したものが登場
してきました。原理的には互換回路を持つハードウェ
アと言えることからソフトエミュよりもレスポンスが
良いのですが、
FPGA チップを使うことでどうしても高
価格になることから、高画質・高音質・高機能をウリに
しています。
3.5 カートリッジ、ＣＤドライブ互換
(周辺機器の互換機)
オリジナル本体の互換機が様々に作られて販売される
一方で、カートリッジや周辺機器の互換機も作られて
います。昔のゲーム機用のカートリッジは、内部に特殊
なチップを使っていることも多くありました、またＣ
Ｄドライブなどは経年劣化で動かなくなることもある
ので、ＣＤドライブの互換機も望まれていました。それ
に対し前述の FPGA を使用したカートリッジが登場
し、特殊チップやＣＤドライブをカートリッジで再現
できるものが出ています。ただしそれを使えるのはオ
リジナル本体とハードウェア互換機で、世の中で一番
多いソフトエミュには関係ないことから、もの凄くマ
イナーな代物です。
現在のレトロゲーム事情は、単に昔の機械とゲームを
引っ張り出すだけでなく、むしろ昔の機械は今の TV に
は接続が難しいこともあって、昔のゲームを楽しむた
めに、新しい技術が投入され続けているという面白い
状況になってます。
昔のゲームを遊んでみたい、家に残っている昔のゲー
ムを動かしたい、と言う人は声をおかけください。
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豆知識９「ロータリーの行動規範」
職業奉仕委員会 (委員 小島清路 記）
「ロータリーの職業奉仕」の
具体的行動基準とされている
「ロータリアンの職業宣言」
が 1989 年に採択されました。
これが、その後、幾度の修正を
経て、現在、以下に示される
「ロータリーの行動規範」に
至っています。この「ロータリ
ーの行動規範」（2019 年）の
内容は、ロ－タリアンが職業
奉仕を実践するうえで大変参
奉仕を実践するうえで大変参考になるものです。
考になるものです。
『ロータリアンとして、私は以下のように行動する。
１．個人として、また事業において、高潔さと高い
倫理基準をもって行動する。
２．取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその
職業に対して尊重の念をもって接する。
３．自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導
き、特別なニーズを抱える人びとを助け、地域社会や
世界中の人びとの生活の質を高める。
４．ロータリーやほかのロータリアンの評判を落
とすような言動は避ける。
５．ロータリーの会合、行事、および活動において
ハラスメントのない環境を維持することを支援し、
ハラスメントの疑いがあれば報告し、ハラスメント
を報告した人への報復が起こらないよう確認する。』
前記「５．
」のハラスメント規定は 2019 年 1 月に
追加されました。
また、過去に『５．事業や職業における特典を、ほ
かのロータリアンに求めない。』がありましたが、
2014 年に削除されています。
前回までに説明させて頂きました「ロータリーの
目的の本文」、「ロータリーの目的における第２に示
される職業奉仕」、「五大奉仕部門における第２部門
の職業奉仕」、
「四つのテスト」及び「ロータリーの第
２標語」の各内容、更に今回の「ロータリーの行動規
範」は、いずれも、道徳性、倫理性及び高潔性を含ん
でいるものです。これらは、ロータリアンが事業活動
及びロータリー活動等をするに当たって大変重要な
行動指針となるものです。
今回が最後です。今回までの豆知識１～９が皆様
の参考になれば幸いです。
以上
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第 1２回理事会議事録
とき
ところ
出席者

6 月 4 日（金）
メールにて配信
髙田、栢森、田島、三枝樹、芹澤、
箕浦、棚橋、野崎、藤原、市野、
加藤(茂)、杉江、村田、岡田
14 名（敬称略）

①協議事項 なし
②審議事項
・深谷友尋君の退会について 承認
・グローバル補助金奨学金申請承認の件
地区出向のグローバル奨学生・平和フェロー委員
会の猪子委員長からクラブ枠でグローバル補助金
奨学金の申請を自クラブにお願いしたいとの要請
がありました。金銭的な負担は無く、申請・報告も
猪子委員長が行います。柏森年度にイギリスに出
発しますので、例会時にセレモニーを行う必要は
あるかと思われます。 承認
③報告事項
・ノートパソコンの購入について 仕様・金額の報告
・創立 55 周年の収支について 収支報告書の説明
・名古屋市内２５クラブ社会奉仕委員長会議の決議
について
第 4 回理事会において自クラブは次年度より参加
しないと決定しておりますので 6 月 16 日の会議
において不参加を表明します。
④その他 なし
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