
会長　遠田　公夫君
彼岸の入りと共に、いよいよ春本番となり
ました。早速、会長としての報告を数点致し
ます。
本日、持ち回り理事会にて承認を受けまし
たが、来る4月15日の例会は、会場をシネマ
ボックス太陽とし、12:00より食事（弁当）、
12:30短縮例会に引き続き、映画「おくりび
と」を鑑賞することになりました（14:20終
了予定）。同伴の方も無料で食事も準備致し
ますので、出欠の返事をよろしくお願い致し
ます。
先週12日は、東南RC主催で8RC会長幹事

会が広田町の料理屋さんで開催されました。
そぞろフィナーレモードではありましたが、4
月25日に私共佐世保RCが幹事として実行する
8RC対抗ゴルフ会の参加要請をして参りまし
た。毎回、和やかな懇親会で、それぞれのク
ラブが趣向を凝らした懇親会を企画、クラブ
を越えた親睦や悩みを共有致しております。
ただ、この参加費をクラブの経費として認め
るクラブと認めないクラブがあり悩む所です。
当クラブでは、何時から、どんな手続きでク
ラブ負担になったのか、どなたかご存知の方
がおられましたら是非、お教えください。
また、本日は障がい者優良雇用事業所及び
優秀勤労障がい者表彰式がハウステンボス全

日空ホテルで開催されており、当クラブから
は担当の人間尊重委員会の井上会員と、社会
奉仕委員長の田川会員が参加しております。
今年は、南RCの光葉産業運輸とその会社の
障がい者2名が表彰されました事も報告致し
ます。
最後に、昨夜、あるテレビ番組で川柳を放
送しておりました。シルバー向けの1句紹介
します。「妻が書く　老後の計画　俺いない」。
下着のトリンプで募集した優秀作品は、若い
男性が女性の色香に騙されないように警告す
る1句。「デート中　わざと咳して　谷間見
せ」。そう言えば、昨夜のスナックのお嬢さ
ん、タバコにむせたように咳した瞬間、確か
にそのようにも見えました。以上、会長挨拶
といたします。

○ロータリーソング「我らの生業」

幹事　木村　公康君
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２．唐津西ロータリークラブ
会長　山辺　忠厚君

2008-09年度IM実行委員長　冨田　菊夫君
インターシティ・ミーティング終了お礼状

３．譛米山梅吉記念館
①米山梅吉記念館　春季例祭のお知らせ
日時／平成21年4月21日豸 14 : 00～
場所／米山梅吉記念館ホール

②賛助会入会及び継続払い込みのお願い
お一人年間3,000円

③館報　2009年春号

４．大村ロータリークラブ
週報　No.25-28

親睦活動委員会　納所　佳民君
観桜例会のご案内

日時／平成21年4月1日貉 18:30～
場所／九十九島観光ホテル

鹿子前町　TEL 28-2111
会費／3,000円
送迎バス／石井海陸興業㈱前　午後6時発

出席委員会　小川　芳寛君
○永年会員表彰

池田　　豊君（28回）
古原　　進君（24回）

○出席100％表彰

田川　邦男君（4回）
才木　邦夫君（1回）

親睦活動委員会　斉藤　宏隆君
大神　邦明君
先日、九州経済産業局から九州IT経営力大
賞のサポート部門で受賞致しました。
サポート内容は産業廃棄物処理企業のIT化
を実現した功績に依るものです。今後もあら
ゆる分野のIT化に努力致します。皆様よろし
くお願い致します。

遠田　公夫会長、木村　公康幹事
松尾　文隆副幹事、有薗　良太君
池田　　誠君、山下　　登君
佐保　　榮君、才木　邦夫君
曽我　勝宣君、安福鴻之助君
岡　　英樹君、井手　常博君
西村正一郎君、平尾　幸一君
加納洋二郎君、円田　三郎君
福田　金治君、中島　祥一君
松本　英介君、橘F 克和君
森　　信正君、斉藤　宏隆君
石井　正剛君、中村　徳裕君
大神会員の九州ITサポート賞をお祝いし

て。

遠田　公夫会長、木村　公康幹事
松尾　文隆副幹事、山縣　義道君
中川内眞三君、米倉洋一郎君
小川　芳寛君、大神　邦明君
幸良　秋夫君、納所　佳民君
松尾　慶一君、E富　誠也君
金氏嘉一郎君
池田会員の卓話に期待して。

武田喜一郎君
久々の出席です。22日豸島瀬公園でイベン
トをやりますので、よろしくお願いします。

才木　邦夫君
出席100％表彰ありがとうございます。
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曽我　勝宣君
誕生祝いありがとうございました。

納所　佳民君
先日は、誕生祝いでワインをいただき、誠
にありがとうございました。お陰様で45歳を
迎えることができました。

「情報通信サービスの
動向について」

会員　池田　　誠君

まず、日本の電気通信の歴史やブロードバ
ンドの普及状況・インターネットの利用状況
と利用端末を簡単に紹介します。
私が入社した昭和51年頃は、固定電話、世
に言われる黒電話の新規のお申し込みについ
て、約2ヵ月程度お待たせをしていた時期で
お申し込みの積滞を解消できたのが、昭和53
年（今から31年前）でありました。当社も日
本電信電話公社から日本電信電話㈱を経て西
日本電信電話㈱と東日本電信電話㈱と分割を
されました。また、ご利用方法も固定電話か
ら携帯電話、又音声だけでなく、インターネ
ットを利用して文書や画像を送るなど幅広い
利用方法に変化しています。
また、インターネットの世帯普及率が10

％に到着するのには固定電話は76年、携帯電
話は15年かかっていましたが、インタ－ネッ
トは5 年の速さで到着いたしました。
次にインターネットの利用状況です。パソ
コン、携帯電話、ゲーム機、テレビ等でイン
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ターネットを利用されている方は、平成19年
の総務省の資料では8,811万人で人口普及率
は69％と日本人の約7割がインターネットを
利用していることとなっています。利用する
端末はどうなっているのかといえば、インタ
ーネット利用の端末は、パソコン・携帯電話
からゲーム機・テレビ等の情報家電を利用す
るなど多様化しています。パソコン利用
（7,813万人）と携帯電話等利用（7,287万人）
がほぼ横並び、ゲーム機やテレビ等の情報家
電によるインターネット接続が新たに登場し
てきています。
次にブロードバンド料金について、外国と
の比較です。2005年の資料なので世界で一番
安いとなっていますが、今は円高なのでドル
換算すると韓国より高いかも知れませんが、
傾向としては同じであり日本のブロードバン
ドサービスは世界でも安い状況です。なお、
普及率は固定電話の世帯普及率でADSLを含
んでおり、日本以外はADSLが主流となって
います。また、韓国の普及率がなぜ高いかと
申しますと国策で情報政策に力をいれている
からです。
次に西日本エリアの状況はといいますと、

フレッツADSLは平成18年度から順次減少傾
向にあり、平成19年3月にフレッツ光と施設
数が逆転し光が中心の時代となっています。
次に長崎の状況はといいますと、長崎は、

平成20年の6月にフレッツADSLとフレッツ
光が逆転していますが、西日本と比べ約1年
半遅れとなっています。平成21年3月2日には
お蔭様で6万回線を突破いたしました。また、
普及率も固定電話と比較すると約20％となっ
ています。長崎エリアのブロードバンドの対
応状況は、壱岐・対馬と松浦市の一部を除く
ご利用の加入電話の61％をカバーしていま
す。また、来月から平戸の川内地区と度島で
ADSLをサービス提供する予定であります。
ＩＰネットワークの形態ですが、電話網に

ついては市内、県内市内、県外とそれぞれの
交換機のネットワークを経てつながっていき
ますので料金は距離別に階段上に高くなって
いきます。一方、ＩＰネットワークは、網ご

ニコニコボックス 本日合計 45,000円

累　　計 879,000円
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（今週の担当　原口　増穂）

クラブ会報委員会 委 員 長 闍田　俊夫　　委　員 田中　龍治・原口　増穂
副委員長 円田　浩司　　 才木　邦夫

＊次回例会予告＊

卓話
味の素㈱九州支社　営業企画グループ

福澤　いづみ様
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との相互接続（Ｗeb：くもの巣）形式で距
離の概念がないことから通話料金も距離に関
係なく一定となっています。
電話とインターネットを利用するにあたり、
月額利用料金は、事務用１回線では、あまり
変わらないのですが、通話料金が安くなり、
また、複数回線をご利用の会社では、月額料
金・通話料金ともお安くなりメリットがあり
ます。
コスト削減の例として、電話4回線と

ADSLをご利用のお客様が、ひかり電話オフ
ィスタイプを導入された場合、月額利用料金
が17,800円から9,179円と、約49％のコスト削
減ができるとともに更に通話料金でもお得に
なります。多数の電話回線をご利用のお客様
ほどコスト削減の効果が図れるとともに、イ
ンターネットの速度もアップして使い勝手が
良くなります。
ひかりオフィスタイプとは、今お使いの電
話番号をそのまま利用でき、フレッツ光1回
線で3回線1電話番号の基本サービスを利用
でき、最大8回線32電話番号までがご利用で
きます。また、支店とか営業所など複数拠点

がある場合は、フレッツグループを利用する
ことにより拠点間の電話料金が内線通話で通
話料をカットすることが出来ます。更にカメ
ラを付けることによりＴＶ会議を無料で行う
ことも出来ます。
このほか電子入札や電子納税・オンライン
会計の「ネットde 会計」、「ひかりホームカメ
ラ」、テレビとネットワークの融合などもあ
り、経費の削減や業務の効率面や生活面でも
色々な使いかたがされてきております。
皆様方の今後の会社運営の参考にしていた
だければ幸いです。


