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ホームビルドプログラムを支援する為の寄付金
を贈呈します。これまで、彼らは29の家をメ
キシコ難民のために建てております。今回、私
達は、1万ドルの寄付額を予定しております
が、これは、この家を建てる原材料費の2棟分
に当たるそうです。彼等からも、この私達の申
し出に大変感謝すると返事が参りました。
　ところで、九州･沖縄地区における元気印（3
期連続増収増益）の会社528社のトップは、福
岡市博多区にあるJTC㈱です。小売業ですが、
今期の売上が658億円、当期利益62億円です。
全国に展開する免税店の会社です。中国人の爆
買いの凄さを象徴しています。
　又、企業利益ランキング第1位は、星　裕会
員の九州電力㈱です。大幅な赤字経営から見事
な復活劇です。

○ロータリーソング「奉仕の理想」

	 幹事　松尾　文隆
１	．山口剛史会員よりご尊父様の会葬御礼とし
て志を頂戴しておりますので友愛基金に繰り
入れさせて頂きます。

２	．皆様のテーブルにニコニコの箱を置いてお
ります。賀寿を迎えられた方々の健康と長寿
を祈念して、ご協力よろしくお願いします。

３	．本日の例会より、他地区と交換したバナー
の展示を復活させて頂きました。

４	．本日の長寿祝賀会の会費（記念品代含む）当
日徴収は、管理の都合上、下期会費の請求と
併せてさせて頂きます。

	 会長　増本　一也
　本日、午前11時より亀山八幡
宮におきまして、会員の皆様と
本年度長寿のお祝いを受けられ
る方々のお祓いを受けて参りま
した。
　本年度の賀寿者は、【米寿】
武井洋一さん、【傘寿】田中丸善保さん、【古稀】
井手孝邦さん、橘髙克和さん、長島　正さん、
【還暦】古賀　巖さん、石田謙二さん、7名の
方々です。
　昨年の長寿祝賀会で、田中丸善弥直前会長
が、天寿は何歳かというお話をされていました
が、武井先生の米寿（88歳）以降は、卒寿の90
歳、白寿の99歳、茶寿の108歳、皇寿の118歳
と続きます。その後は詳しく知りませんが、天
寿は250歳だそうです。昨年9月の調査で、100
歳を超える日本人は、全国で約6万5千人おら
れるそうです。今年度中に100歳になられる方
も約3万人と過去最多です。（厚労省は9月15日
敬老の日に100歳のお祝いに純銀製の銀杯を贈
っていましたが、今年度より、その人数の多さ
から銀メッキに変更するそうです。)
　今夕、賀寿者の皆さんを囲んで、18:30より
長寿祝賀会を当佐世保玉屋7階文化ホールで行
いますので、ご出席の程宜しくお願い致しま
す。
　本日の会員卓話は、NTTビジネスソリュー
ションズ㈱佐世保支店長	橋詰文雄さんです。
よろしくお願いします。
　ラホヤRC（米国サンディエゴ市）への創立70周
年祝賀会への訪問に際して、佐世保RCとし
て、彼らが長年実施しているティファナ（TJ）
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　思想史的にみますと、このような状況を後押
しする形となりましたのが、いわゆる「社会ダ
ーウィニズム」と呼ばれる概念でありまして、
ダーウィンの進化論を人間社会にも拡大適用し
てしまった考え方であります。その結果、「優
勝劣敗」「適者生存」という弱肉強食の考え方
が、当時の資本家階級に広く支持されてしまう
という状況が生じておりました。
　塚原さんは以上を概観された上で、「こうし
た事態の下では、当時の健全なる中産階級を中
心に、社会改良思想が生まれてくるのは蓋し当
然なことであった」と指摘されております。
　そして、まさにこの時期である、1905年に
創立されたロータリーは「社会経済史的に見る
と、誕生のその時から資本主義の欠陥を救う宿
命にあったといえるのである」と位置付けられ
ております。

	 親睦活動委員会　德川　晃尚
○結婚記念月のお祝い
　廣瀬　章博・みどりさん	ご夫妻（11日）
　田中丸善保・栄子　さん	ご夫妻（19日）
　米倉洋一郎・幸子　さん	ご夫妻（31日）

	 親睦活動委員会　安福　竜介
増本　一也会長、円田　浩司副会長
松尾　文隆幹事、大久保利博副幹事
廣瀬　章博さん、草津　栄良さん
米倉洋一郎さん、山口　剛史さん
星　　　裕さん、德川　晃尚さん
坂本　　敏さん、木下　貴夫さん
大神　邦明さん、有薗　良太さん
松尾　慶一さん、池田　真秀さん
高畑　和憲さん、井手　孝邦さん
安福　竜介さん、大神　吉史さん

５	．事務局員の山田さんが、体調不良の為、今
週末（1月27日）まで休みとなります。

国際奉仕･姉妹クラブ委員会
	 委員長　池田　真秀
ラホヤRC70周年記念式典訪問の件
◦	12月に出した訪問案内の締め
切りが1月31日㈫となってい
ますが、締め切り後も対応し
ますので、多くの方の参加を
お願いします。
◦	年末にご案内した4泊6日 233,000円から皆
様が渡航し易いよう、新料金プランを設定し
ました。3泊5日 150,000円（大韓航空利用･2
人部屋･ホテル代込み価格）ですが、日々料金
が変更しますので、早めに申し込みくださ
い。ちなみにビジネスクラスは450,000円（あ
らためてFAXかメールでご案内します）。
◦	式典懇親会はホテルラバレンシアにて4月7日
18:00を予定しています。

ロータリー情報･文献記録委員会	 筒井　和彦
　今年のお正月休みを利用しま
して、「ポール･ハリスの足跡を
訪ねて」という本を拝読致しま
した。これは20年ほど前に、札
幌東ロータリークラブの塚原房樹
さんがまとめられた冊子です。
　今回は、この中でも自分が特に心惹かれまし
た「ロータリー発祥前夜のアメリカ」という一
章につきましてご報告したいと思います。ここ
では、19世紀末から20世紀初頭における、ア
メリカの経済･社会状況が活写されておりま
す。少し長くなりますが、ご報告致します。
　「（南北戦争以降）アメリカにおける資本主義
経済の発展は目覚ましく、1880年頃から20世
紀初頭にかけて独占体制の段階に入り、そうな
ると資本主義の欠陥と矛盾が至る所に姿を現す
ようになった」との指摘がなされておりま
す。特に、当時のシカゴにつきましては「一握
りの資本家が政治･経済の主導権を握り、私利
私欲中心の拝金主義が横行し、貧富の差の拡
大、スラム街が至る所に姿を現し、シカゴは伝
染病や犯罪の温床となり、商業倫理の欠如の上
に虚構の繁栄が築かれていた」と述べられてお
ります。

委員会報告

慶　　　祝

ニコニコボックス

ロータリー３分間情報
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西村　一芳さん
　新会員	橋詰文雄さんの卓話に期待してニコ
ニコします。

米倉洋一郎さん、田中丸善保さん
廣瀬　章博さん
　結婚記念月のお祝いありがとうございます。

玉野　哲雄さん
　先週、出席100％のお祝いをいただきました
ので、ニコニコします。

『NTTグループの変遷と
　通信事業の現状等について』

　会員　橋詰　文雄
　　NTTビジネスソリューションズ㈱
　　佐世保支店長

１．NTTグループの変遷
　現在のNTTグループ（特に西日本）の社名は
カタカナで長く、何をする会社かが良く分から
ない（昔は、電電公社、NTTと分かりやすかっ
た）、ということもあり、少し、NTTの歴史か
ら現在の体制を紹介したいと思います。
　資料には記載しておりませんが、NTTの始
まりは、1890（明治23）年に電話事業が官営と
して開始された時となっています。当時から起
算すると本年で127年目となります。また、電
電公社の設立は、1952（昭和27）年ですので、
こちらから起算しても65年となります。
　そして1980年代に入り、1985（昭和60）年の
「民営化」の大きな転機を迎えます。民営化で
は電気通信事業の独占権を失い競争が始まりま
したが、事業展開の自由度は飛躍的に広が
り、新しい分野へ積極的に参入を開始しまし
た。以降、データ、ドコモ、ファシリティー
ズ、コムウェアと分社（事業分離）。1999.7.1（平
成11年）NTT再編成。

　再編時は、ドル箱である長距離通信事業を担
当したComは黒字、東日本は首都圏で黒字、西
日本は、離島を抱え赤字のスタートで、東日本
から3年間の補填あり。（3年後に黒字化･自立）。
　ちなみに、私は、1991（平成3）年入社で、
1999（平成11）年1.25発足の「NTT西日本移行
本部」で大阪に転勤となり、昨年7月まで九州
に帰れませんでした。

２．NTTグループの編成
◦主要8社があり、その配下に子会社を設置
◦グループ全体(国内)では、250社
◦職歴紹介

３．NTT西日本グループの編成
◦資料説明
◦佐世保拠点には、BS、BF、MA、FTあり
◦NTTグループを装った営業の注意喚起

4．1883年に予測された未来社会
◦予測に反し、飛躍的に技術は進化
◦携帯の台頭も想定外

5．通信サービスのトレンド
◦電報、固定電話ともに減少
◦	FTTH(光)は増加にあるが、携帯とは比べも
のにならない。
◦	H5年当時は、携帯の急速な拡大は予測して
いなかった。
◦	携帯の転機は、ムーバ（小型化）とiモード（メ
ール）のヒット
◦	光卸は、世界で初めてのサービス
◦	従前は、接続料で貸与。卸後は、パートナー
会社様に光を卸し、パートナー会社様が自サ
ービスとセットで顧客に提供。

6．インターネットの普及率
◦	H25年で人口普及率が約83％で「超ネット社
会」

7．情報機器類の保有状況（世帯）
◦		携帯、スマホが突出して高い
◦	近年においては、インターネットに接続可能
な、家庭用TVゲーム、TV、携帯音楽プレー
ヤー、タブレットが増加傾向
◦	しかしながら、家電へのインターネット接続
は伸び悩み

8．通信事業の変化と今後の展開
◦	資料説明

卓　　話

◇

ニコニコボックス	 合　　計	 25,000円
テーブルBOX	 合　　計	 17,000円
	 本日合計	 42,000円

	 累　　計	 670,000円



（4）

19.「×ICT」CM
◦	映像

　今回は、NTT西日本の取り組みを中心にお
話ししましたが、我が「NTTビジネスソリュ
ーション」は、ビジネスホンの販売を中心に
日々営業活動を行っております。
　従来のように、ただ電話機を販売するだけで
なく、お客様の通信･通話状況に応じて、①コ
スト削減、②利便性向上など、お客さまのメリ
ットを追求する提案型販売を行っておりま
す。つきましては、今後、社員がお伺いするこ
ともあるかと思いますが、何卒、よろしくお願
いいたします。また、全く商品知識がない私
も、社員と同行営業に出かけていますので、あ
つかましい話ではございますが、社員同様、よ
ろしくお願いいたします。

以上

クラブ会報委員会 委 員 長　平尾　幸一　　 委　員　田中　信孝 ・ 西村　一芳 ・ 松尾　　貴
副委員長　石田　謙二　　 　　　　松本　淳也 ・ 筒井　和彦 ・ 山口　剛史

（今週の担当：山口　剛史）
（カメラ担当：松本　淳也）

9．ICTとは…？
◦	資料説明

10．我が国におけるICTの利用促進(総務省)
◦	「1」は、ICT利活用を検討する地域に技術
的ノウハウを有する人材を派遣や、ICT利活
用事例の広報･周知による促進･支援を実施
◦	「2」は、デジタルコンテンツの利用･流通
にかかわるルール等の在り方や環境整備等の
実施
◦	「3」は、フューチャースクール推進事業の
取り組み(ICTを活用した教育。タブレット
等の使用)
◦	「4」は、最先端のICTを利活用できる人材
を育成するためのガイドラインの開発･育
成。
◦	「5」は、東日本大震災で課題化した「情報
の横の連携の重要性」を踏まえ、主体、分
野、領域に閉じない情報流通･利活用のため
の技術･運用ルール等の環境整備。
◦	「6」は、遠隔医療の推進、情報通信ネット
ワークやクラウド技術を活用した医療の安全
性向上、業務効率化の推進
◦	「7」は、コンピュータウィルスや不正アク
セスなどへの対策、研究開発等の実施。

11．ICT技術を活用した各産業の新たな価値創出
◦	資料説明
◦	一昨日の林修氏の講演会で、世の中の捉え方
は、①技術、②制度、③価値の３つが重要と
の事でしたが、まさにICTも、技術であり、
総務省が制度を作り、価値を創出するという
ことで、通じるものがあるのではないでしょ
うか。

12．NTT西日本におけるICTへの対応
13．スマート光タウン
14．スマート光ビジネス
15．スマート光ライフ
16.「×ＩＣＴ」①
17.「�×ＩＣＴ」②（電波ルートは、稲佐山展望

台→軍艦島資料館→軍艦島）

18．長崎市･長崎大学との包括連携協定イメージ
◦	資料説明

＊2月  例会卓話者予定＊	

２月１日	 		新会員　高畑　和憲さん
	 ㈱商工組合中央金庫　佐世保支店長

２月８日	 	西田　　剛	様
	 佐世保青年会議所　理事長

２月15日	 	新会員　古賀　淳二さん
	 十八銀行　執行役佐世保支店長

２月22日	 	円田　　昭パスト会長
	 第66回創立記念例会卓話

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／2月7日㈫　17:00〜	（予定）
会場／西海学園高等学校	記念館	会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／2月9日㈭　19:00（食事）〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊	西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊	RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。



※挨拶文は裏面に掲載

【米寿】武井洋一さん　  【傘寿】田中丸善保さん
【古稀】井手孝邦さん、橘髙克和さん、長島　正さん
【還暦】古賀　巖さん、石田謙二さん

2017年1月25日㈬
〔祈願祭〕11:00  亀山八幡宮
〔祝賀会〕18:30  佐世保玉屋7階文化ホール 

祈願祭　亀山八幡宮にて

賀寿をお迎えになられた皆さん
益々のご清祥ご活躍をお祈りします

会長挨拶　増本一也さん

乾杯　佐々木秀也さん

賀寿者代表挨拶　武井洋一さん

万歳　安福竜介さん
司会

橋詰文雄さん

長寿祈願祭・祝賀会



■会長挨拶　増本　一也
　皆さん今晩は。本日は、佐世保RCの長寿祝
賀会にご出席頂きありがとうございます。そし
て、賀寿者の皆さん、大変おめでとうございま
す。
　今年度は、武井洋一パストガバナーの米寿を
筆頭に、７名の賀寿者の方が居られますが、皆
さん、そうそうたる顔ぶれの方ばかりです。
　特に、米寿の武井パストガバナーにおかれま
しては、1966年６月にご入会され、今年度で
ロータリー在籍50年になられます。同じく在
籍50年を迎えられる円田三郎さんと共に、本
当に、私達のお手本となられる先輩です。
　これからもご指導の程、よろしくお願い致し
ます。
　傘寿を迎えられた田中丸善保さん、1969年4
月にご入会ですから在籍47年になられます。
いつも私達を温かく励まして頂き本当にありが
とうございます。心より感謝申しあげます。傘
寿だけに、サンジュ・ベリーマッチと・・・！？
　古稀を迎えられる方は3名おられますが、ま
ず、井手孝邦さん、1989年1月のご入会です。
今年で、在籍28年を迎えられます。長年、そ
の専門知識を生かして頂き、会計の要職を務め
て頂いています。いつも、ウイットに富んだジ
ョーク、これからも楽しみにしております。
　同じく、古稀の長島	正さん、1993年1月に
ご入会され在籍24年になられます。2012年〜
2013年度の会長を務められました。親分肌の
長島さんですが、テレサ・テンの歌が大好き
で、又、佐世保RCの囲碁・将棋大会では、率
先して出席頂き大活躍です。
　本日、ご欠席ではございますが、橘髙克和さ
ん、1987年1月のご入会ですから、今年、在籍
30年になられます。2009〜2010年度の60代会
長を務めておられます。万年青年の橘髙さ
ん、いつまでもお若いです。
　還暦を迎えられる古賀	巖さん、1998年1月
のご入会で、在籍19年になられます。今回、
古賀	巖さんは、2018年〜2019年度会長ノミニ
ーになられた訳ですから、今日ばかりは、とこ
とん皆さん飲ませてあげてください。
　同じく還暦の石田謙二さんは、2015年3月ご
入会です。在籍約2年になられます。長崎新聞
社の支社長として、大変几帳面で、強い信念を
お持ちの方です。これからも、地元の新聞社の
雄として、ご活躍を期待しております。

　最後に、佐世保RCのいろんな行事の中で
も、本日の長寿祝賀会、大変お目出度く嬉しい
日でもあります。これからも、賀寿者の皆さん
には、100歳のお祝いに、国より銀杯を貰うま
で、ますますご壮健で、ご活躍頂きます事を祈
念いたしまして、お祝いの言葉とさせて頂きま
す。本日は、ありがとうございました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■賀寿者代表挨拶　武井　洋一
　今日は、私達（米寿：武井洋一、傘寿：田中丸
善保、古稀：井手孝邦、橘髙克和、長島　正、
還暦：古賀　巖、石田謙二）のために、朝から
亀山八幡宮での祈願祭、例会での表彰式、夜は
このような立派な会場での祝賀会を、多数の会
員の皆様にご出席賜り、開催して頂きまして有
り難うございます。心から厚く御礼申しあげま
す。
　私も満86歳になりました（11月には87歳）。
顧みれば、昭和41年、36歳の時に佐世保ロータ
リークラブに入会を許されて50年になります。
　当時は、例会場は玉屋別館の２階にあり、会
員数は60名位でした。明治生まれの会員が断
然多く、大正生まれの会員は小さくなって遠慮
されていました。昭和生まれは僅か6名でし
た。親和銀行の坂田重保頭取をはじめ、吉富さ
ん、犬塚さん、九州相互銀行の藤井さん、青果
市場の小出惣一さん、商工新聞の江口礼四郎さ
ん等々、怖い方ばかりでした。会員ではありま
せんでしたが、元大蔵大臣だった北村徳太郎さ
んも、時たま顔を見せられ、卓話をされる事も
ありました。
　当時は現在と違って、ロータリークラブに入
会する事は厳しゅうございました。私も既に会
員だった父が私の“世間の眼”を広げるため
に、私の入会届を申請しましたが、私が若すぎ
るため（当時クラブ会員の平均年齢は60歳を超
えていたと思われる）、それに、私の人柄にも
異論があったのでしょう、理事会で2回も却下
されました。幸に千住雄造先生、松尾茂雄先生
の推薦によって入会できた次第です。
　その他、今日と違う点が色々ございます
が、機会を得て申しあげる事に致します。
　今日のこのような皆様のご好意に心から御礼
申しあげます。有り難うございました。


