
　1月8日のクラブ協議会から、例会再開とな
りますが、1月9日㈭～12日㈰まで台南RC創立
60周年記念式典に、31名の皆様と参加してま
いりますので、1月15日例会は、指定休会日と
させていただきます。
　この１年、皆様には大変お世話になりまし
た。温かいご支援、ご協力に感謝申しあげま
すとともに、来るべき2014年が皆様にとりま
して、良い年でありますよう、お祈り申しあ
げまして、今年最後のご挨拶とさせていただ
きます。

◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯卓話者
　㈱NTTドコモ 九州支社 長崎支店
 支店長　薗田　一浩 様
◯ゲスト
　㈱NTTドコモ 九州支社 長崎支店
 熊野　義文 様

 幹事　増本　一也さん

１．台南RC	 会長　周亮宏（E･S）様
　　60周年実行委員長	 林振欽（TWEED）様
　台南RC創立60周年記念式典ご案内
　前夜祭：2014年1月9日㈭ 16:30～
　　　　　大億麗緻酒店 5F
　　　　　  （ターイランディスホテル）
　記念式典：1月10日㈮ 16:00～18:45

 会長　石井　正剛さん
　先週の土曜日は忘年家族会を
開催いたしましたが、名誉会員
を始めとして、沢山の会員、会
員のご家族の皆様にご参加いた
だき、誠にありがとうございま
した。お世話をしていただきました、親睦活
動委員会、出席・例会委員会、そして、トナカ
イさんに、サンタさん、ギャラなしで出演し
ていただきました、男優、女優の皆様にも合
わせてお礼申しあげます。
　今年は、「手づくり懇親会」をモットーに企
画していただきましたが、20年ぶりの佐世保
RC劇団旗揚げ公演でございました。
　さすが名優ぞろいで、練習の成果もさるこ
とながら、出演者皆、開演前の練習、又舞台
での上演中にも拘わらずお酒が相当入ってお
りまして、アドリブ連発、笑いあり涙無しの
公演でございましたが、会場の皆様と出演者
が一体となって、楽しいひと時を過ごせたの
ではないでしょうか。
　この忘年家族会が終わりますと、一挙に年
の瀬を感じさせます。上期活動報告書並びに
下期の活動計画の締め切りが本日となってお
りますので宜しくお願い致します。
　本日が今年最後の例会となりました。来週
の水曜日12月25日の例会は指定休会日、早い
もので、その次の水曜日は、2014年1月1日で
す。祝日でございますので休会となり、2週
連続例会休会です。
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1．ロータリーの実践
　「地域の人々や世界の支援を求める人々へ素
晴らしい影響を与え、彼らが豊かな人生を迎
えることができるように、ロータリー活動を
実践してください」

行動するロータリアンを目指して
「思いやり」「明るさ」「健康」

2．魅力あるクラブづくり
　会員が減少の一途を辿っています。退会す
る会員の減少を止め、会員数をプラスするこ
とを目指してください。

例会の充実
（出席率の向上、欠席者のフォロー、卓話の充実）
若い会員のロータリー研修＆トレーニング

会員増強　純増　各クラブ2名以上

3.「未来の夢計画」の実践
　ロータリー財団にとりまして、新たな時代
の幕開けです。財団の補助金を活用し、地域
社会のニーズに応え、大小問わずに地域及び
国際プロジェクトに取り組んでください。ま
た、ポリオ撲滅の重要性を認識し、世界のロ
ータリアンと共に歩みながら、撲滅に向けて
邁進しましょう。

ロータリー財団寄付目標
会員1人当たり ＄100以上

4．明日を担う人づくり
　ロータリーの未来は新世代の人々の双肩に
かかっています。国際青少年交換活動を通し
て、グローバルな人材育成に努めます。インタ
ーアクト、ローターアクト、ライラ等では若者
のリーダーシップ育成を支援してまいります。
また、米山奨学金制度を充実させ、アジアの
留学生を支援し、永続的な世界の平和へ貢献
してまいります。

米山記念奨学会寄付目標
会員1人当たり　16,000円

	 出席・例会委員会　山口　剛史さん
◯出席100％表彰
　増本　一也さん（20回）
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　　　　　　大億麗緻酒店 3F
　祝　宴：1月10日㈮ 19:00～21:00
　　　　　大億麗緻酒店 5F
　二次会：1月10日㈮ 21:20～
　　　　　大億麗緻酒店 1F

２．伊万里西RC	 	会長　馬場　久之さん
　　創立40周年記念名誉会長	 太田　明二さん
　　創立40周年記念実行委員長	 堤　　茂樹さん
　創立40周年記念式典並びに祝賀会のご案内
　日時／2014年3月9日㈰
　　　　受付 15:00～　式典 16:00～
　　　　祝賀会 17:30～19:30
　場所／伊万里迎賓館

３．ロータリーの友委員会
　　一般社団法人	ロータリーの友事務所
	 　委員長･代表理事　片岡　信彦さん
　 2012-2013年度「一般社団法人ロータリーの

友事務所」事業報告のお知らせ

４．一般財団法人　比国育英バキオ基金
	 会長　坂本　俊雄さん
　 2012年度事業報告書の送付と基金へのご寄

付のお願いが届いております。

親睦活動委員会	 委員長　木村　公康さん
　先週の忘年家族会には多数の
会員及びご家族の方に出席頂き
ありがとうございました。
　又、来年1月29日㈬の長寿祈
願祭並びに祝賀会の案内をセル
フボックスに入れておりますので、宜しくお
願いします。

ロータリー情報･文献記録委員会
	 　森　　信正さん
今年7月のガバナーマンスリー
レター第1号
2013-2014年度地区方針･目標
の再確認

委員会報告

ロータリー情報の時間

慶　　　祝



増本　一也さん、納所　佳民さん
坂元　　崇さん
　出席100％表彰ありがとうございました。

橘髙　克和さん、福田　金治さん
　先日のクリスマス家族会は、雲仙以来の寸
劇で、楽しませていただきました。結末は解
かっていても、出演者皆様の熱演で、とても
面白かったです。名プロデュースの遠田さ
ん、ご苦労様でした。

井手　常博さん
　家内への御佛前をいただき、ありがとうご
ざいました。

『ケータイ通信業界の最新情報』

㈱NTTドコモ 九州支社 長崎支店
　支店長　薗田　一浩	様

　ドコモ長崎支店の薗田と申し
ます。今日は、皆さまの貴重なお時間を頂戴
致しまして、携帯サービスの歴史と最新スマ
ートフォン事情と題して、携帯のデザイン変
遷からスマートフォンの特徴、クラウドサービ
スとの連携、各社の最新モデルをお話いたし
ます。
　また、最後に近未来のサービスイメージ
DVDを見ていただきたいと思います。皆様の
耳学問の参考にして頂ければ幸いです。
　携帯電話は、音声利用中心のストレート型
からタッチパネル操作のスマフォ型（タブレッ
ト型）へ普及の主流が変化してきました。今後
は、音声利用の折り畳み型とスマフォ型（タブ
レット型）のふたつが市場の主流となっていき
ます。
　これまで、携帯には、カメラ、GPS、電子

　納所　佳民さん（6回）
　坂元　　崇さん（1回）

	 親睦活動委員会　白田　浩一さん
○結婚記念月のお祝い
　池田　　豊・秀子　さん ご夫妻（4日）
　圡井　弘志・郁子　さん ご夫妻（4日）
　中島　祥一・和子　さん ご夫妻（8日）
　松尾　慶一・富士子さん ご夫妻（9日）
　山縣　義道・良子　さん ご夫妻（13日）

	 親睦活動委員会　坂元　　崇さん

石井　正剛	会長、増本　一也	幹事
岡村　一郎さん
　㈱NTTドコモ九州支社 長崎支店 支店長 薗
田一浩様の卓話「ケータイ通信業界の最新情
報」に期待して。

木村　公康さん、米倉洋一郎さん
　忘年家族会ありがとうございました。また、
たくさんのおひねりありがとうございました。

池田　　豊さん、圡井　弘志さん
中島　祥一さん、松尾　慶一さん
山縣　義道さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございます。
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ニコニコボックス 本日合計 　16,000 円

 累　　計 479,000 円

◇

卓　　話

ニコニコボックス



（4）

（今週の担当　佐藤　　淳）
 （カメラ担当　大久保利博）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長　長富　正博　　 委　員　大久保利博 ・ 白田　浩一
副委員長　目黒　誠之　　 　　　　城島　一彦 ・ 佐藤　　淳

＊1〜2月  例会予定＊　

 1月 1日 祝日休会

 1月 8日 クラブ協議会

 1月15日 指定休会日

 1月22日 会員卓話 中村　徳裕さん

 1月29日 ㈱JTB九州　
  佐世保支店長　田中　尚子 様

 2月 5日 佐世保警察署 鰐口　達也 様

 2月12日 アンデスの風　
  代表　山崎　和幸 様

 2月19日 創立記念日例会　

 2月26日 佐世保青年会議所　
  理事長　山下　忠則 様

マネー、ワンセグ、メールといろいろな機能
が搭載されてきました。携帯は、人が使う
ものですから、人間の五感に応じたインター
フェースデバイスが搭載されています。視覚
には、カラー液晶とカメラ、聴覚には、マ
イクとスピーカ、難聴者用としてバイブレー
タを利用した骨伝導レシーバ、触覚には、
タッチパネルや加速度センサー、指紋認証セ
ンサー等があります。最新のiPhone5Sに
は、本人認証用として、高機能の指紋セン
サーが搭載されています。
　スマートフォンの特徴として、①常に最新
になる、②アイコンにより、直感的で簡単
な操作、③インターネット･パソコンと親和
性が高い、④アプリケーションソフトによ
り、ユーザーカスタマイズができる、⑤大画
面化により、高精細コンテンツが楽しめる
等があります。
　サービスは、ネットワーク上のサーバーと
連携した、クラウドサービスになっており、
様々な情報処理機能を組み合わせた斬新な
サービスが提供されつつあります。通訳電
話やメール翻訳機能等のサービスが実用化
されています。
　最新の2013冬春モデルでは、iPhone5Sに
代表されるように、ハードウェア的には、ほ
ぼ同等の機能を有したモデルが多いです。
各メーカ、量産効果を出すために、ドコ
モ、au、ソフトバンクに、同一モデルを納
入していることがあります。携帯事業者は
これまで以上に、エリア品質、サービス内
容、料金での差別化が求められています。
　今までは、携帯電話網は社会インフラと
なっていますので、事業者の社会的使命と
して、高品質で信頼性の高いネットワーク
構築に努めています。
　最後まで、お聴きいただきありがとうご
ざいました。

長崎国際大学RAC クリスマス例会
と　き：2013年12月19日㈭
ところ：ホテルオークラJRハウステンボス


