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四つのテスト
●真実かどうか　
●みんなに公平か　
●好意と友情を深めるか　
●みんなのためになるかどうか

  ２０１０～１１年度
  第２６５０地区のテーマ

 
『ロータリーを良く学び、
 　変化を知り、
 　忘れたことを思い出そう』
 

　国際ロータリー第２６５０地区

  ガバナー　栗田 幸雄
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第6回 8月10日 
通算1518回

第5回 8月3日 
通算1517回
Ｒ.Ｃ.は出席から 1517回　
●会員数         　69名　　
●出席免除者数　　 23名
●出席者数　　　　 52名
●補填者数　　　　　－
●出席率　　　　 86.7％

1515回の修正　
●会員数         　69名　　
●出席免除者数　　 22名
●出席者数　　　　 55名
●補填者数　　　　  4名
●出席率　　　　 91.7％

例会状況報告

１.開会の点鐘　17時30分
２.ソング
　「それでこそロータリー」
３.お客様の紹介
４.会務報告
５.ガバナー補佐　
   熊本　國勝　様
  「新RI長期計画（2010－2013）
　 について」
６.閉会の点鐘　18時30分

例会プログラム

２０１０－２０１１／０６
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会長報告

８月１日　ＮＯＭＣ信貴山縦走

本日、第２回定例理事会を４時から行いました。
今年度は、災害被災地区へ義捐金を送れるよう、特別活動費の名目で予算を計上し
ました。７月に広島の庄原地区が大雨に見舞われ、激甚災害指定地区になるそうで
すので、クラブとして義捐金を送ることを検討しています。しかし、地区からも義
捐金のお願いがあるかもしれませんので、私から地区へ問い合わせ、その結果をふ
まえて、次の行動をとりたいと考えています。詳しくは、橋本社会奉仕委員長から
お話があると思います。
次に、ハワイとの姉妹クラブ締結の件については、本当に色々なご意見を頂きまし
た。会員の皆様方に一つ一つ説明していかなければならないところ、不愉快な思い
をされた会員さんもおられると思いますが、姉妹クラブの締結に調印いたしますの
で、ご理解頂きますようお願いいたします。我々の年度は、前年度の活動を引き継
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いだ訳ですが本当に皆様方に申し訳ないことをしたな、と思って
おります。くれぐれもそういう趣旨をご理解頂き、締結に向けて
重ねてご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
最後に、土谷会員から出席規定の適用免除申請が出ています。土
谷会員のロータリー歴は１６年と、十分資格がありますので、出
席規定の免除を理事会で承認いたしました。
理事会報告については以上です。
今日からＡ４用紙がすっと入る新しい状差しを設置しました。少
し微調整しないといけない部分もありますが、できるだけきれい
な書類を皆様方に見ていただきたいと思います。
それから、冨川前会長宛にですが、2009-2010年度の会員増強賞
ならびに、会員増強・拡大賞の表彰が、ＲＩから届いております
ので回覧いたします。
また、先週、北河原会員の東大寺別当就任の特集が掲載されてい
る奈良新聞を購入いたしましたが、今週も同様に、28,29日に掲
載された分を受付に置いてあります。まだご覧になっていない方
は、お持ち帰り頂けたら嬉しく思います。

委員会報告
プログラム委員会・髙野委員長
本日例会終了後、プログラム委員会を開催いたします。必ず１０
分以内に終わりますので、ご出席、よろしくお願いいたします。
次回卓話のＰＲです。来週は熊本ガバナー補佐を講師としてお招
き致します。演題としては、「新ＲＩ長期計画（2010-2013）に
ついて」です。私は、昨年の冬から遷都１３００年祭の取り組み
で、熊本ガバナー補佐に直接ご指導・ご指示を頂いていますが、
非常にきっちりとした方で、５ページに渡る資料も既に頂戴しま
した。責任感と決断力にも富んでおられる方だな、と思っていま
す。来週の卓話も非常に重要な内容だと思いますので、是非皆さ
んご出席頂きますよう、お願いいたします。
奉仕プロジェクト・小西常任委員長
先月も皆様方にお願いいたしましたが、2011-2012年度の交換学
生募集について地区の青少年交換委員会の方から要請がきていま
す。８月末が締切ですので、なければ自動的に地区の方に「交換
計画はありません」ということで、報告させて頂きます。よろし
くお願いいたします。
社会奉仕委員会・橋本委員長
会長から少しご紹介して頂きましたが、今年度、社会奉仕委員会
では災害があった場所に義捐金を送ろう、という活動を予定して
います。７月１６日に広島の庄原地区で、豪雨の被害が出ていま
す。他にもたくさん災害があり、その全てに義捐金を送るわけに
はいきませんので、国土交通省が指定した激甚災害に限ろうと考
えています。日本国内を対象とする激甚災害については、発生し
てから大体１か月半で指定されるそうです。今度の庄原地区に於
きましても、それを待って、一口につき２０万円を、日本赤十字
社を通じて義捐金を送る予定です。臨時理事会での承認後、地区
にお伺いを立てて、地区も送るというならば合同で、地区に予定
がなければ我々単独で行いたいと思います。詳細が決まり次第、
報告させて頂きます。
ロータリー情報委員会・多田廣委員長
先週、購入希望者を募りました「ロータリー情報マニュアル」に
つきましては、２９名の方にお申込みいただきました。本日をも
って締切とさせて頂きますので、ご希望の方は事務局にお申し込
みください。
だいぶ昔のことですが、前原さんという有名なパストガバナーの
方が書かれた「ロータリー入門書」という冊子があり、会員の皆
様にお配りいたしました。今回改めてその改訂版が出ました。も
しご入用の方がありましたら、お申込みください。１冊７００円
ですが、今回の費用はお申し込みの会員負担でお願いします。送
料はクラブで負担いたします。

ミリラニ地図

会員増強拡大賞

会員増強賞
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親睦活動委員会・中奥委員
先週笠置C.C.で行われました第一回親睦ゴルフコンペの報告をい
たします。１６名の方が参加され、優勝は大塩さん。８６という
素晴らしいスコアで回られ優勝されました。準優勝は中條さん、
３位は藤井さんでした。前年度の冨川会長杯の取りきり戦も大塩
さんが、もっていかれました。
会計・植倉会員
７月末日が会費納入期限でございました。まだ数名の方、未納の
方おられます。早急にお納め頂きますようお願いいたします。
幹事報告
「会員ＤＢの整備」について、皆様方に提出をお願いしておりま
すが、まだ数名の方がお出しになっていないようです。近日中に
出して頂きますようにお願いいたします。
本日状差しに、栗田ガバナーの公式訪問についての資料を入れて
あります。日にちは８月２４日。タイムスケジュールは、会長・
幹事懇談会が16：30~17：30、写真撮影が17：45頃です。時間厳守
ということでお願いいたします。例会が18：00~19：00、その中で
ガバナーアドレスが18：30~18：55、クラブ協議会が19：15~21：
00。皆様方へのお願い事項を書かせて頂きましたが、会員の皆様
は17：30に例会場にご集合ください。写真撮影をいたしますので、
よろしくお願いいたします。当日は大変暑いとは思いますが、ネ
クタイ及びスーツ、ブレザー着用でお願いします。理事会では色々
話も出ています。来週熊本ガバナー補佐が来られますので、その
時にもう一度確認させて頂きます。地区の意向としては、そうい
うことです。当日のことですが、ガバナーが入退室される時には
全員起立、拍手をお願いいたします。
出席委員会・藤野委員長
休会の方がおられますので、出席率が１００％になりません。週報には、他クラブの例会変更が掲載されてい
ます。特にロータリー歴の浅い人に申し上げますが、例会変更でビジター受付けをされるところは、サインだ
けでＯＫですので、それを上手く活用してください。

新入会員卓話　 小川　成久　会員
新入会員の小川です。入会してすぐにまさかこんな試練が待って
いようとは思ってもいませんでした。
私どもの会社は携帯電話の販売をさせて頂いておりまして、今回
入会させて頂きました。グループ会社として自動車関係のことも
しておりますが、我々の中では「みやこグループ」ということで
運営させて頂いております。グループ会社として、従業員数が９
７名、派遣社員が５名、パートが２名ということで、自動車の方
の運営で２７名と携帯で６９名ということでやっております。
携帯電話を扱う前にいろいろ時代の流れで今日に至るまでを、簡
単にご紹介させて頂きたいと思います。
最初に昭和４３年、父がみやこ電器商会ということで会社を始め、
その時に自動車の電装品の販売や修理などを手掛けておりました。
当時高度成長期でかなり車が高度化されてきており、カーエアコン、カークーラー、ヒーター、ラジオやカセ
ット等を扱い商売していたということです。そういう流れで自動車の方からのスタートとなりました。カーク
ーラー、カーエアコンの販売をしてきた中で昭和５８年に㈱みやこと社名変更しました。時代の流れでいうと、
高度成長期で自動車産業部門が右肩上がりで好調でしたが、それにのっとったところで商売をしておりました
が、トヨタ自動車がカーエアコンがライン装着になるということで、我々にとって一番おいしいところがなく
なってしまう、この部分としては私たちの会社としても柱の部分だったので、なんとか違うことをしていかな
いといけないということに話の焦点が行きました。ちょうどそのころ、関西セルラー、現在でいうａｕが昭和
６３年に発足されました。この関西セルラーは大阪ガス、京セラなどが通信部門立ち上げとして出資した会社
ですが、私どもはこの時関西セルラーと代理店契約させて頂き、これが当社の通信事業のスタートでした。当
時皆様もたぶんお持ちだったかと思いますが、docomoの携帯、当時はＮＴＴ移動通信網、肩から下げるショル
ダーフォンが主流だったんですが、保証金としてお申し込み時に168,000円程、基本料金も36,000円程かかって

冨川会長杯取りきり戦

親睦ゴルフ優勝
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いたと思います。そこに関西セルラーが参入し、保証金なしで89,000円程で販売しておりました。そこから
docomoは料金的に高いというイメージがつきまして、セルラーの方が普及しだして、（私の会社も）販売シェ
アも好調に販売させて頂きました。そういう訳で柱となる事業を自動車のエアコンから、昭和63年を起点に（急
激な売り上げ減を食い止める）新しい事業展開で上手くセルラーの携帯電話をさせて頂いたのが始まりでした。
それから販売事業を継続し、平成5年に㈲テレ・アンド・テクノの設立を致しまして、私が代表取締役を務める
ことになりました。この時ちょうど、docomoもmovaというコンパクトな電話を出して来られ、その後保証金を
なくして定額で販売する形になりました。その時やはり通話エリアの範囲で、NTT（docomo）は全国的にみてや
はりエリアが広く、セルラーはまだこれから普及していく状態だったのですが、どうも奈良県の市場がセルラ
ーが強かったような気がします。その頃、docomoも保証金がなくなったということで、販売店でもセルラーと
docomoを扱うようになり、（携帯電話が）普及していく勢い下でうまくやらせてもらったということです。
この年アナログからデジタルに移行ということで、また新しい会社が出社してきました。ソフトバンクの前会
社、関西デジタルフォンです。こちらもＪＲ西日本やトヨタ、大阪ガスが出資した会社です。あとは日産がや
っていたツーカーホン関西ですが、セルラーやdocomoでもこの頃からデジタルが普及しだしてきました。
その後、平成7年にdocomoと代理店契約をさせて頂き、それから奈良県で本格的にdocomoの携帯を販売させて頂
くことになりました。平成8年にdocomoショップを2店舗オープンさせて頂き、平成10年にショップをさらに2店
舗、平成14年に1店舗オープンさせて頂き現在5店舗させて頂いております。
流れとしてはこのように通信事業としてさせて頂いております。自動車もグループ会社としておりますので、
こちらもご紹介させて頂きたいと思います。平成19年に「セキュリティラウンジ奈良」という自動車のセキュ
リティ専門店をオープンいたしました。トヨタのプリウスやホンダのインサイト等のハイブリット車や三菱の
ハイビームという電気自動車などの高度な電気関係の仕事をこれからとっていこうということで、自動車整備
の認証工場を取得し、整備士2級を2人と1級を1人の社員を使わせて頂いております。将来的には第6ステーショ
ンという新しい事業で、いまデンソーが全国的に50店舗の目標で進めており、いまこれを取得しようと頑張っ
ております。
あと携帯に関してはいま普及率でいうと、人口の全てがもっている計算になっておりまして、かなり飽和状態
になっております。現在は「新規」「新規」ということで乗り換えることはなく、番号ポータビリティもあり、
auの番号→docomoへ、docomoの番号→ソフトバンクへ、というように番号を変えることなくできるようになり
ましたので、乗り換えして頂くに当たり非常に難しくなりました。買い替え事業もかなり減っております。い
ままでは新しいもの好きで半年ごとに機械が変えておられたのが、1年、2年と延びてきております。販売数も
苦戦しており、我々代理店もこれかどうしていこうかと考えておりますが、その中で音声通話という携帯から
だんだんスマートフォンというようなパソコンと連動した携帯電話に移行しております。いまソフトバンクで
はｉphone4、docomoでいうとエクスペリアという新しい端末になります。これらは好調で非常に売れておりま
す。ただ新規事業として狙うところでは、はじめ２台目ということでメーカーでは考えていたところ、追加で
持つということは減っており、携帯電話はこれからは肌身離さず持っている状態で、財布を忘れるよりも携帯
を忘れる方が大変というような時代になってきております。現在も携帯から家のエアコンを操作するなど、今
後は家のセキュリティや車のエンジン起動などにも携帯電話のＩＤを使うというような時代が来ております。
携帯電話を取り巻く環境として、これからは生活も色々と変わってくると思います。家にとっても車にとって
も会社にとっても（携帯電話というツールは）ますます重要なものとなってくるかと思います。現在お家の電
話をフレッツ光などの光電話にされている方もいるかと思いますが、ある装置をつけると、携帯電話が家では
一般電話に代わる、料金も安くつく、家の中でいるときには一般電話の子機として使える、というシステムも
出ています。こういった現状から今後の携帯電話を取り巻く環境を見ますと、まだまだこれから先も我々が販
売をしていける道もあるかと思います。
仕事の話はこれぐらいにしまして、趣味の話をしたいと思います。
ゴルフについてですが、この前までHC7だったのが9に下がってしまいまして、結構厳しい状況ですので、また
頑張りたいと思います。
実はもう一つ趣味がありまして、魚釣りです。磯釣りは付き合い程度、アオリイカは秋口に釣りにはいきます
が、以前はブラックバス釣りもしておりました。子供が小学校３年生の時に地域振興券というのを頂きました。
ある時子供に「釣りがしたい」と言われたので、その地域振興券を持って上州屋に行って、その時は特に知識
もなくブラックバス釣りの道具を買いました。いまではブラックバスも外来魚ということで悪いイメージがあ
りますが、当時はスポーツフィッシングということでとても人気がありました。どちらかというと私は凝り性
ですので子供以上にはまりまして、それこそプロになるのか、という位毎週のように琵琶湖に行き、子供の手
が離れるまで１０年ほどやりました。そこから釣りを始めまして、磯釣りや、いけすなどにも行きましたが、
またお誘い頂けるならぜひとも参加したいと思いますので、またよろしくお願いいたします。
何もまとまりませんでしたが、また機会があればきっちりと喋れるようにしたいと思います。
こんな私ですが、これから１年、２年も３年も皆さんと仲良くやっていきたいと思いますので、今後ともよろ
しくお願いいたします。
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横田　進　様（平城京ＲＣ）　お世話になります。
矢追家麻呂君　本日会員卓話、小川成久さんよろしくお願いいたします。・第一回親睦コンペ無事終了させて

いただきました。野﨑さん、中奥さん、堀内さん、お世話かけました。また、懇親会に委員長
の宮西さん、出席していただきありがとうございました。

北河原公敬君　奈良新聞の東大寺別当就任特集記事に、会員の皆様から多数のご協賛をいただき恐縮致してお
ります。鑑真和尚像と一緒に揚州へご一緒しませんか。チラシ受付にあります。本日用事があ
り途中退席します。

宮西正伸　君　先日、山登りの会の皆様お世話になりました。筋力が大分落ちておる事に気づきました。本日
王寺ロータリークラブに卓話行ってきました。雰囲気のいいクラブでした。

大塩栄作　君　先日の親睦ゴルフ優勝させて頂きありがとうございました。冨川杯もダブルでありがとうござ
いました。

渡辺英孝　君　先日のクラブゴルフは涼しいとはいかなかったが、今の気候としては、最高のゴルフ日よりで
した。

潮田悦男　君　ひさしぶりに、楽しい週末を過ごせたので、ニコニコ。
倉田智史　君　ニコニコ協力します。
今﨑和民　君　ニコニコに協力
松岡弘樹　君　今月ニコニコ委員担当させて頂きます。みなさん、ニコニコ協力よろしくお願いします。

例会変更
五條ロータリークラブ
・８月１８日（水）
　時間、場所変更。通常例会ですが、夜→昼（12：30～13：30）に変更。
　場所：南都銀行五條支店　　※�ビジター受付は例会場所にて行います。
・８月２５日（水）
　公式訪問例会。　場所：リバーサイドホテル　時間：12：30～13：30
　※�ビジター受付は例会場所にて行います。
生駒ロータリークラブ
・９月１日（水）
　場所変更　場所：あやめ館→アントレいこま①　時間：18：00～
　※�ビジター受付は例会場所にて通常の受付として行います。
・９月１５日（水）
　ガバナー公式訪問の為、場所変更　
　場所：アントレいこま①→あやめ館　時間：18：00～
　※�ビジター受付は例会場所にて通常の受付として行います。

第１４７回奈良大宮RC山歩き同好会　生駒山～信貴山縦走コース　１８Km
平成２２年８月１日（日）曇後晴
参加者　小池、向井、増井、増井信人、増井かおり、野崎、宮西、森下、木村、東田　　計１０名

　７：００　　生駒駅出発
　８：３０　　生駒山頂　６４２m
　９：３０　　暗峠
１０：４０　　鐘の鳴る丘　昼食
１１：００　　出発
１１：３０　　十三峠
１２：３０　　高安山
１３：１０　　信貴山奥の院　５００m
１５：００　　十三尾旅館着　会食　１７：００迄

◆ミンミンと暑さ倍増　せみの声　みんな元気に　生駒から信貴

ニコニコ箱　本日計 36,000円　累計　285,000円

横田　進　様（平城京ＲＣ）

本日のお客様

8月24日（火）
ガバナー公式訪問
クラブ協議会③ 

次週の例会




