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会長挨拶 内山俊夫 会長

　皆さんこんにちは。
　食欲の秋、読書の秋、そして、夏の暑さから解放
されてホッとする秋、であります。季節の変わり目
で風邪にかかっておられる方も多いようですので、
ご注意下さい。
　一昨日は青少年委員の皆様と来年の６月10・11日
の白川RCとの児童交流会の下見に行ってまいりまし
た。下見では森林公園のコスモスの花が秋雨のあと
に素晴らしい色彩でさいておりました。夜は、宿泊
予定のフレンドシップ吉見で森島社会奉仕委員長、
小澤青少年委員長を中心に「子どもたちの為に楽し
くて、有意義な交流会」を目指してスケジュールの
検討を熱心に、門限をすぎて守衛さんに注意されな
がら行いました。
　素晴らしい交流会になることを確信いたしました。
委員の皆様有難うございました（櫨さんからのハー
ゲンダッツアイスクリームの差入れに感謝）。
　さて、今月は職業奉仕月間であります。
　ロー夕リーの創始者ポール・ハリスは、その自伝
「ロータリーへの私の道」の中で「ロータリーの会
員はその一人ひとりが、自分の職業とロータリーの
理想とを結ぶ環である」と書いています。
　ロータリーは職業分類の原則に基づく会員組織な
ので、ロータリアンと職業とを切り離して考えるこ
とができないからです。クラブ会員は、自己の職業
の代表者としてロータリー・クラブに入会したので
すから、クラブに対しては自己の職業の代表者とな

り、ロータリアン以外の人に対しては、ロータリー
の精神を普及する責務を負います。この二つの責務
が職業奉仕の基盤となります。
　ロータリアンは、職業奉仕の基本として、自分に
次のように問いかけなければなりません。「他の人
にもう少し優しくなり、力になってあげるために、
日常の仕事の中で何ができるだろうか」。いわゆる
職業奉仕は、日々、この基本を実践しなければなら
ないものだからです。
　職業奉仕にはいろいろな取り組み方があります。
しかし、基盤は一つです。「ロータリアンは、職業
を通じて社会に貢献しなければならない」というこ
とです。
　そして、四つのテストと呼ばれる職業奉仕の水準
を守るよう奨励されています。これは、職業奉仕だ
けでなく、すべての奉仕部門、実質上あらゆる生き
方に直ちに応用することができます。
　職業奉仕につきましては、毎日奉仕ができると私
は思います。職業をもとに会員同士の交流の深まり
は特に大切なものではないでしょうか。
　本日は、皆様の仕事に即活用できるものとして、
ＩＴ委員会の担当で有限会社アクション代表取締役
及川正夫様のお話を聞くことになりました。携帯電
話は持っておりますが、なかなか１００％使いこな
せず悩んでおられる方は、どうぞ充分お聞き下さい。
　カール・ヴィルヘルム・ステンハマーＲＩ会長が
ロータリー１００周年の国際大会で着用した、記念
ジャケットがネットオークションにかけらています。
現在、最高値は2,700米ドル約30万円となっておりま
す。皆さまもオークションに参加してみませんか。
　なお、このオークションの期間は９月１日～11月
30日で、収益金はロータリー財団に寄付されます。

　以上会長報告としたします。



卓　話 及川正夫 先生

「携帯電話の近未来像と有効な使い方」

　皆さん今日は。
　私は60年生まれで、櫓を漕いでいなければ成らな
いんですけど、まだ血迷っていて、ロータリークラ
ブさんの４つのテストのなかに、「お役立ち」とい
う事がありました。
　私ども、松下創業者の幸之助さんは、「青春とは
心の若さである　夢と希望を持っているあいだは、
青春なんだ」。老いてはいられないので、今日はよ
ろしくお願いいたします。
　ご紹介いただきましたように、最後はハナシノッ
クテレコムということで、電話系の仕事をさせてい
ただいております。ドコモショップを経営する松下
系の会社を３月に辞めたということです。
　アクションという名前をつけさせて頂きましたけ
ど、辞書で引きますと動かないと金にならない、と
いう隠れた言葉がございましてね、60で老け込んで
はいられないので、アクションという事でさせてい
ただきました。
　今日の本題がありますけど、携帯業界30兆円の行
方ということで今、世の中、昨日の夜インターネッ
トでやりますと朝には届く、アマゾン。まさにその
世界、私は、今日間に合うために、早く読んで、少
しでも早く読んで皆さんにお話ししたいと思いまし
て、今朝届きました。
　しかし良く考えて見ますと、そのために私、３軒
本屋さんを紀伊国屋書店、駅の側もありますし、あ
りませんでした。しかし、そうゆうことで、翌朝に
は届くという世界が、今、現実におきている。
　今、８兆円位の業界でＮＴＴ、ＫＤＤＩ、ドコモ
とか入れてですけれどもね、何で30兆円。これから
皆様方にお配りしている資料を基に、簡単におさら
いして、最後に携帯電話に入らせていただきますけ
ど、2001年に非常に遅れていまして、私ども、韓国
に行って韓国の情報通信産業をみてきました。本当
にその時は遅れていました。
　５年後に今ありますけどすでに3500万のべース。
これは2003年ですから今はもっと増えていると思い
ます。
　ＣＡＴＶはＫＴＴＶのこと、ＦＴＴＨは光ファイ
バーのことです。光ファイバーは去年から今年にか
けて190％も伸びておりまして、こんな業界は、今

の段階では、無いだろうと思います。
　中身としたらインターネットの普及、費用も7800
円から2500円と非常に安くなっています。
　電子政府が96％にも成っていますけど、私、会社
の立ち上げすべて自分でやったんですけど、印鑑証
明なんとか登録でも非常に早く、窓口でまたされな
くなりました。これは将来的に、自宅にいて、24時
間、365日わざわざ行かなくても、インターネット
を入れて振り込めますよ、という事が、これからの
世界だと思いますけどこうゆう世界になります。
　ご存知だと思いますが、電子商取引。こんな本が
無くて探して、私は、デジタル人間ではありません
ので、アナロクで探してなかったのが翌日には届く
という世界です。
　２枚目ですけど、2010年さらに飛躍しようという
事で、ユビキタス、あるいはユ二バーサルという事
で出ていますけども、ＩＴからＩＣへ情報通信とい
うことではいってきましてね、ＩＣＴとよく言われ
てます。
　この経済効果が先ほどいいましたが、私ごときが、
この業界に参入したときに、1500社会社を作ったら
１社しか残らない世の中で大規模化が、今現在2705
会というのを皆さんご存知だと思いますが、今、わ
れわれが頑張らなくては、日本は現地人だけ残って
どっかの国に吸収されちゃう、中国さんは、日本は
2099年自分の属国になる、ということを公式サイト
で言ってるそうですけど、なぜならば高齢化、小子
化が進んで、日本は危ないぞと言われております。
　今現在、全体を含めて38兆円だといわれておりま
す。これが５年後にユニバーサル、ユビキタスネッ
ト社会を立ち上げたら120兆円の市場になりますよ、
といわれているんですよね。
　ユビキタスとか英語でごまかしている様ですけど、
これは、いつでも、どこでも、誰でもですね、年に
関係なく、病人でも全部使えるという事で、人と人
が現在主流ですけども、人と物、物と物は皆さん使
われていて、ETC、車ですね、ぜんぜん話しもしな
いのにすぐ開けて、精算されて出てきます。そうゆ
う物と物、あるいはコカコ―ラの自動販売機が、い
ちいち調べていませんね。事務所で、あそこの家で
は何本売れているぞって事務所でわかって補充する、
それは、物と物の世界です。人と人ではありません。
そうゆうことが当たり前のように出来てきます。
　実は今日来るためにではないのですが、シーテッ
クジャパンに行ってきました。ドコモはロボットと
は関係ないと思うんですが、ロボットをおいている
んですね、ＫＤＤＩもロボットを198000円で買いま
せんかという事ですね。ロボットの目にカメラをつ
けておけば、見れるわけですね、病人さんだとか、
家庭の中とか、全部見られる分けですね。部屋もロ
ボットですから歩いていけるわけですね。それが今
は出来ないですが、可能性あるものを展示してあり
ました。これからすべて変わってきます。
　120兆円、家庭に入ったら固定電話になりますよ、
いったん玄関を出たら携帯になりますよという事に
これから成ってきます。これがＳＭＣといわれてい
まして、固定と携帯が統合されるという事が５年後
くらいに来ます。
　リモコンがついてカメラになりますよ、ＴＶがつ
　　　　　　　　　　　　　　　　（次頁へつづく）



いてＴＶ電話になりますと、進んでくるのがこの世
界です。従ってね、そうゆうことを考えるとインフ
ラの整備、光を各家庭にくまなくやりませんとその
世界はこないぞということ。
　行田でも、９月からね光電話といわれていますが、
業界用語で、ＩＴ電話といいますが、すべてＩＴに
なりますが、私は光化をですね、早急に推進して行
きたいなと思います。
　なぜそんなに急ぐのかという事ですけども、各映
像計画化、映像は、写真だとか、あるいはＴＶ系だ
とかそうゆうものを考えた時、どうしても早くなけ
ればならない。したがってそうゆうインフラをしっ
かりしましょう、そうゆうことでお願いいたしたい
と思います。
　それと昨日新聞で、ＴＶ電話は、ご存知かと思い
ますが、携帯、裏を返せばラジオですという事で、
薄くて、ラジオ、ＴＶが内蔵されているものも出来
てきています。
　ロータリーの皆様は、海外のお話し知っていると
思いますが、現在ホーマーでM9001、ＮＥＣが作っ
ているのが、グローバルスタンダードになっていま
して、海外でも使えますよ、日本語のメールが打て
ますよ、レンタルで200円、使ってはいかがでしょ
うか。
　電子公告、総務省から出ているパンフレットです
けれども、すべてインターネット上でそうゆうもの
が公告されるような時代に、玄関に張り紙を張って
いる時代ではない。
　ロータリー様のインターネット環境という事です
けども、光ファイバーをＮＴＴさんにいって引いた、
プロバイダーをセキュリティと発展性を考えたらＯ
ＣＮ、個々に契約したら6720円、Bフレッツと機器
のレンタル料、ＯＣＮのドットフォン、ＩＰ電話と
いう光電話を使ったら1880円、合わせて8000円にな
るんですけれども、お子様、お孫様が海外に行かれ
て使うとするとこんな値段で出来ますよ。そのため
の環境作りを早く進めないと、９月からＩＰ電話が
使えます、是非使われたらいかがですか。
　便利な使い方といいましても、ドコモショップの
スタッフを連れてきて皆さんとやらなければ、私が
しゃべっている事よりも、取扱説明書のほうが詳し
く書いてありますので、ｉモード災害伝言板という
ことをお話ししたい。
　地震だとか災害事のときはなかなかつながりませ
ん、しかし自分の携帯は健在で、その時どうするか
という事で、このｉモード災害時伝言板です。毎日
１回確認できますので、是非使ってみてください。
　また電車の事故だとかの時には使えると思えます
ので、是非使ってください。
　それと、赤外線送受信というのがありまして、隣
同士でできます。こんな便利な機能がついています。
ぜひ、やっていただいたらいいと思います。
　非常にはしょって、知ったかぶりの専門用語みた
いなものが出てきたと思いますが、なにぶんにも８
兆円しかない産業が30兆円になる、固定と、携帯と、
ＩＰとそうゆうのがかち合って４倍、５倍の市場が
まっているから、入ってくるのでありまして、そう
ゆうことで最後のお話とさせていただきます。
　本日は、どうもありがとうございました。

☆内山会長…今月は職業奉仕月間です。毎日の仕

　事の中で奉仕に心がけましょう。

　及川様、本日は卓話ありがとうございます。

☆山本(憲)幹事…及川様、卓話ありがとうござい

　ます。

☆渡辺会員…徳川宗家の18代当主徳川恒孝氏が、

　10月22日に行田に講演にみえます。よろしくお

　願いします。

☆小池(英)会員…及川様を歓迎して。

☆大谷会員…黒渕君、教育委員おめでとう。

☆諸貫会員…さる10月１日(土)よる９：００から、

　ＮＨＫ総合第１チャンネルでドキュメンタリー

　番組「生命との対話」が放映されました。熊谷

　ＲＣ直前会長の中山産婦人科クリニックにて収

　録されました。

☆小川会員…過日の講師例会で講師から四つのテ

　ストのボードに記載漏れありと指摘されました。

　作成費用の一部として。

☆武笠会員…及川様、卓話ご苦労様です。

☆森島会員…結婚祝ありがとうございます。

☆大野会員…及川様、卓話ありがとうございます。

☆小沢会員…櫨会員、熊谷ゴルフクラブチャンピ

　オンおめでとうございます。

☆福島会員…日豪青年相互訪問派遣の青年（17～

　30歳）を募集しています。会員のお子さんお孫

　さんでご興味のある方はご参加ください。

☆中島会員…ＲＣ財団の活動についてのレジメを

　受付に用意しました。ご参考の程。

☆阿部会員…出産祝ありがとうございました。

☆小林会員…及川様、卓話ありがとうございます。

☆稲垣会員…及川様、卓話ありがとうございます。

☆坂本会員…及川様、卓話ありがとうございます。

☆小池(利)会員…及川様、卓話ありがとうござい

　ます。

☆古沢(勇)会員…及川様、卓話ありがとうござい

　ます。

☆清水(治)会員…及川様、卓話ありがとうござい

　ます。

☆鈴木(康)会員…及川様、卓話ありがとうござい

　ます。

☆碓井会員…及川様、卓話ありがとうございます。

☆小菅会員…及川様、卓話ありがとうございます。

☆古澤(憲)会員…及川様、卓話ありがとうござい

　ます。

☆宮内会員…及川様、卓話ありがとうございます。

☆境野会員…及川様、卓話ありがとうございます。

☆鈴木(貴)会員…及川様、卓話ありがとうござい

　ます。

☆小椋会員…今日、10月20日の下見に行って来ま

　す。皆さん当日は宜しくお願い致します。

ニ コ ニ コ 報 告

合計￥３３０００




