
　　12 月は「疾病予防と治療月間」です。　                 －  私たちの予防推進事業が、地域から地区へ、そして世界の国々においても展開する。－ 
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寄付金の状況

 11月  26日分 累　計 目   標 

ニコニコ箱 28,000円 1,152,300円 3,000,000円

米山奨学金 10,000円 1,290,000円 2,430,000円

ロータリー財団 16,000円 1,936,600円 3,177,000円

ありがとうございました。

ポリオ根絶まであと少しです。 ( 清水則明 )
わずかでも世界の役に立てますように。 ( 出雲路康照 )
先週の例会の卓話が本日の会報に掲載されました。
 ( 野村直之 )
竹内会員、卓話ありがとうございました。 ( 萬谷宏治 )
市橋信孝・加藤幹夫・小藤幸男・渡邉義信
 各　君

第 4回米山功労者表彰 頂きました。ありがとうございます。
 ( 清水則明 )
竹内さん、卓話ありがとうございました。 ( 油谷啓司 )
竹内会員、卓話ありがとうございます。 ( 小藤幸男 )
加藤幹夫・細江　究
 各　君

竹内宏司さん、卓話ありがとうございました。 ( 清水則明 )
竹内さん、卓話ありがとうございました。 ( 飯守　禅 )
ソフトバンク栗原選手のMVPおめでとうございます。彼のお
父様は弊社に勤務頂いております。 ( 石橋正人 )
いつもありがとうございます。 ( 中山浩成 )
席上にご案内させていただきました NHK 福井で視聴者の皆様
と語る会を開きます。大河ドラマのとっておきの話も聞いてい
ただけます。ぜひご参加を ! ( 橋本典明 )
用務にて早退です。竹内さんの卓話が聞けず残念です。
 ( 藤井健夫 )
竹内会員、卓話ありがとうございました。皆様、クリスマス例
会へのご参加ぜひよろしくお願いします。 ( 前川小百合 )
【誕生日御祝】田中秀也
【配偶者誕生日御祝】荻原昭人
【結婚記念日御祝】荻原昭人・田中秀也
辻恵利子
 各　君

■ 12月10日(木)  
  年次総会/
  会員卓話(藤井  健夫会員)
■12月16日(水) 
   キャリア教育講座 in 啓新高校
■12月17日(木)  
  クリスマス例会(夜間例会)
■12月24日(木)  
  ゲスト卓話
  (福井県知事　杉本 達治氏)
■12月31日(木) 
   休　会

12 時 30 分 開会点鐘　
 会長挨拶
 米山奨学金授与 ( グエン ホアン カン君 )
 栄誉行事
  皆出席御祝 /   山内鴻之祐 (25 年 )、木瀬雅博 (9 年 )
  在籍御祝 /   石橋正人 (25 年 )
  誕生日御祝 /　 村井  勝、渡辺一史、横山強志、村田良昭、林  正岳、
   玉木  洋、細江  究、中村健一、西田高宏
  配偶者誕生日御祝  /  今村善孝、山本晃司、中島良成、田中秀也、
   初瀬川達郎、村中洋祐
  結婚記念日御祝　/  伊井彌州雄、奥村隆司、森川圭造
 委員会報告・幹事報告・その他
 ゲスト卓話 ( 福井大学　国際地域部特任教授  細谷　龍平氏 )  
  演  題「グリフィスのクリスマス」
13 時 30 分 閉会点鐘

今後の予定

※前回までご案内しておりました
12 月 21 日 ( 月 ) 福井東 RC　アオッサ 1F 入口付近
　12：00 ～ 12：30 のサインメークアップは
コロナ感染状況により　「なし」となりました。
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次回の例会
■ 開会点鐘 ： 12時30分
■ 閉会点鐘 ： 13時30分

■ 会場：ザ・グランユアーズフクイ
■ 年次総会 /
 会員卓話 ( 藤井  健夫 会員 )

2020年 12月 10日(木)

　本日のロータリーソングは「日も風も星
も」でした。この曲の作曲者はどなたかご
存知でしょうか？　
　かの古関 裕而さんであります。色んな
曲を手掛けている大変有名な作曲家でい

らっしゃいますが、現在、ＮＨＫで放映されている連続テレ
ビ小説「エール」の主人公です。明日「エール」が、最終
回を迎えるということで、この曲を選びました。
　また、古関 裕而さんがロータリアンだったということは
ご存知でしょうか？　実は、東京　世田谷ＲRC会員で、昭
和50年に同クラブの第14代会長を務められています。また、
作詞は俳人の楠本 憲吉さんで、同じ世田谷 RCの会員であり
ます。この歌は、昭和 48 年 (1973 年 ) 世田谷 RCの創立 10
周年記念事業として作られたものだそうです。難しい歌で
なかなか上手に歌えませんが、有名なお二人によって作ら
れた曲である事を、お含みおき頂きたいと思います。

　私の挨拶の後、米山功労者の表彰を行います。
　米山功労者とは米山への寄付の累計額が 10 万円に達する
ごとに表彰されるものです。10 万円で第 1回、20 万円で第
2回という風に 9回まで行って、第 10 回目以降（累計額
100 万円以上）は米山功労者メジャードナーとなります。　
　当クラブの会員の中には転勤がある方もいらっしゃいま
すが、次の赴任地の RCに入って頂ければ、今までのご自身

の寄付累計額が継続されます。財団も同じように寄付累計
額を引き継げますので、米山、財団にも、どうぞ安心して
寄付実績を積まれたら良いと思います。
　ちなみに当クラブの米山功労者では、加藤 幹夫会員が 13
回のメジャードナーです。ロータリー財団では宮﨑 茂和パ
ストガバナーがレベル 3（5万ドル以上）のメジャードナー
でいらっしゃいます　長年、毎回コツコツと寄付をされた
結果だと思います。心から敬意を表します。

ドライブレコーダーの映像
【脇見によりダンプカーに追突した映像】
原因　　配送先を確認するため、コンソールボックスにあ
る地図を脇見したため、ダンプカーが停止したのに気付か
ず、直前に急ブレーキを踏むも間に合わず追突した。前方
の交差点の信号は青だったため、ダンプカーはそのまま走
行すると判断したが、前方が渋滞しておりダンプカーは停
止した。（ダンプカーにより前方視界が遮蔽され渋滞が見え
なかった）
過失割合
　追突車　10…前方不注視　相手車　 0…過失なし
防止ポイント　　運転中の脇見はしない（目的地の場所は
予め把握しておく）。
　ダンプやトラックなどの大型車のあとを走行する時は、
より慎重に（前方の状況が分からないため）、車間距離も多
めにとる（小石なども飛んでくる）。
逆に追突されないように、余裕のある時は多段ブレーキを
かければ、防衛運転にもつながる。

2020-21 年度  会 長

清水  則明

本日のお弁当

会員トピックス

本日のお弁当を準備していただきました　【開花亭　厨】開発  毅 会員より
福井ロータリークラブの皆さま
　いつもお世話になり誠に有難うございます。
　この度は、お弁当のご注文に預かり誠に有難うございます。
　本来ならば開催されるはずだった東京オリンピックで、世界中からお客
さまをお迎えするために、日本の食のレギュレーションは、厳格なヨーロッ
パに合わせ、ここ数年で引き上げられて来ました。
　実は、お弁当の製造基準もいっそう厳格化されており、この傾向を見据えて弊社では、2016 年に外販事業専用施設「開花亭
kuri-ya（くりや）」を起ち上げさせていただいたところでございます。
　コロナ禍にあって、食の健康面・衛生面がますます重要視される中、ぜひ皆様も安全・安心な商品をお選びいただければと
存じております。
　また、来年２月には、県内資本初のオンライン・デリバリー・サービスを展開させていただく予定です。
今のところ、飲食業界は大変な苦境にありますが、ロータリーの精神、特に「みんなのためになるかどうか」を念頭に、ピン
チをチャンスに変え、130 年続いた「のれん」を守り続けて参る所存です。どうぞ今後とも、よろしくお導きのほどお願い申
し上げます。この度のご利用、誠に有難うございました。

合資会社開花亭　開発 毅

11 月 19 日
福井新聞掲載

　竹生  知子会員《損害保険ジャパン㈱福井支店》と
長谷川  英一会員《㈱ 福井銀行》は包括的地域連携協定
を結ぶ南越前町に越前和紙製の抗菌マスクケース 240
セットを寄贈されました。　抗菌マスクケースは町内の
新成人と中学 3年生に配布されます。

右は 11 月 19 日　福井新聞に掲載されました記事です。



幹事報告

● 現在会員 136名
● 出席者 108名
● 欠席者 21名
● 出席免除者欠席 7名
● 今回例会出席率 83.7％

● メークアップ 19名
● 欠席者 22名
● 修正出席率 83.1％

  11 月 12 日 ●メークアップ　　　須賀原和広・中山浩成(11/18福井RAC)、野
村直之・城戸利枝(11/21 地区 2020-21年度 第2回 R財団合同委員
会【web】)、城戸利枝(11/24 2020-21年度 《臨時》グローバル
補助金委員会)、平野洋一・渡邉義信・村中洋祐・森川圭造・清
川卓二・清水則明・田畑賢一(11/26R情報・職業分類合同委員会
)、藤本潤一(11/28 地区 第1回 広報委員会)、清水慶造・須賀原和
広・髙木義秀・浅井正勝(11/29 地区 RLIパートⅡ(web)①)各　君

 2020 年  11 月 26 日　　第 3427 回　

米山功労者　表彰

委員会報告

例会報告

会員卓話

親睦活動委員会　前川  小百合 委員長

　12月17日 (木 )クリスマス家族会ですが、
先週、田畑幹事からも報告がありましたよ
うに、今回はご家族の参加はなし、飲食も

なしの例会となりました。
　ただ、いつもなら、ご家族をもてなす為、お世話なって
いる家族に参加頂き楽しんでもらう為のクリスマス家族会
という主旨は引き継いで、今回は例会でおもてなしできな
い分、家に持ち帰って楽しんでいただこうと思い、御弁当
を豪華にしました。
　今回は、椿原会員のエスポワールさんで「クリスマス用
のホールケーキとパン」、それに合うようなオードブルを特
別にサラマンジェフさんにお願いしました。
　例会の内容も何を作るのかは、内緒ですが、皆さん全員
参加型で、ワークショップをし、それを家族に持ち帰って
喜んでもらう企画に致しました。例会は、ワークショップ後、
素敵なジャズコンサートもご用意しておりますので、どう
か弁当だけと言わず、例会の参加も宜しくお願い致します。

プログラム委員会　白江  文夫 副委員長

　本日はお手元に配布させて頂きました
「小学生似顔絵コンテスト」のご案内です。
　来週の卓話者の福井大学の細谷教授が携

わっておられまして、来週、卓話内で御案内があるとは思
いますが、裏面の募集要領によります通り、募集期間が非
常に詰まってきておりましたので、先行して御案内させて
頂きました。御子様、御孫様お誘いの上、御参加のほう宜
しくお願い致します。

11 月 27 日 ( 金 )　順化にある「神無月　思い出」にて
季楽会を開催しました。
　女性のシェフが切り盛りしていてメニューもとても豊富
でどれも美味しく、とても感じのいいお店でした。

環境保全委員会　山岸  靖夫 委員長

本日は、年間行事の一つであります足羽山
あじさいロードの看板修繕の報告をさせて
いただきます。

　本日の会報に写真を掲載させていただきました。
　先日、小森社会奉仕担当理事、田畑幹事、西澤副委員長、
私の 4名で土曜日の午前中に晴天のもと、当クラブの看板
3基の錆取り、塗装を行いました。
　今回は、より明るいグリーンで塗装を塗り直し、色鮮や
かに仕上がりましたので、足羽山の散歩、足羽神社に寄ら
れる際には、ぜひご覧になって頂けたらと思います。また、
当日は田畑幹事には、塗装の専門の職業ということで、道
具や塗料をお借りし、大変お世話になり順調に作業を終え
ることができました。ありがとうございました。

幹  事　田畑  賢一

①  本日、開発会員が例会ご欠席ですが、お
弁当の御礼のメーセージが届いています。
代読させていただきます。( 裏面に掲載 )
②  本日、例会終了後、加藤ビル 3階会議室
にて、「70 周年実行委員会記念事業部会」

を開催させていただきます。参加者はお弁当を持って会場
にお越しください。また、18 時よりロータリー情報・職業
分類合同委員会が開催されます。参加者の方は忘れずにご
参加ください。
③  会員企業のお弁当企画について。
　企画の目的としては、コロナ禍の中、飲食業の会員企業
に対して、炉辺会談で会場を利用出来ないこともありまし
て何か支援したい。また、スクール形式で、なかなか交流

のできない中、少しでも参加したくなるような例会にした
いという思いで企画しました。まずは市橋会員にご理解い
ただきありがとうございます。メリットとして、会員の方
が意外と楽しみしていただいている。また、参加者の登録が、
本日も 106 名と出席者が多い現状があります。デメリット
としては、幹事の私の責任ですが、会員の方に過度のプレッ
シャーをかけてしまっていること、また、採算が取れてい
るのかが心配されることです。まだ 12 月も企画をしており
ます。今後は弁当の有無も感染の状況により変化しますが、
この企画をまだ継続するかも含め、予算やご要望を聞きな
がら検討したいと思いますので、飲食業の会員の方からの
お申し出もお待ち申し上げます。また、今年最後の 12 月
24 日の例会は杉本福井県知事をゲスト卓話にお呼びして、
グランユアーズ様の通常よりも豪華な洋風特製弁当を企画
しています。ぜひ、ご期待ください。

第 6回　須賀原  和広 会員
第 4回　清水  則明 会員
第 2回　藤本  潤一 会員
第 1回　中広　久 会員
　〃　     畑下  徳洋 会員

竹内  宏司 会員

　皆様、こんにちは。NTT ドコモ竹内でござ
います。本日は貴重なお時間を頂戴し、卓話をさせて頂くこ
とになりました。大変緊張しております。お聞き苦しい点、
あろうかと思いますが、ご容赦の程頂ければ幸いです。
　今回、「ドコモが描く “５G” の世界」というテーマで、皆
様　よく耳にされる５Gとは？、何が出来るんだ？、どのよ
うな世界になっていくん
だ？というようなことを「モ
バイルネットワークの進化」
「５Gがもたらす新たな価
値」「ドコモが描く５Gの世
界」の内容に沿ってお話を
させて頂きます。

■「モバイルネットワークの進化」について、
　第１世代は、アナログ。自動車電話に始まり、ショルダー
フォンを経て手に持てるようなサイズに軽量化するまでに進
化しました。第 2世代は、デジタル化。爆発的な普及期に入
り、デジタル化で付加サービスも出てきました。第 3世代は、
テレビ電話機能を搭載し、ケータイでメールやインターネッ
トに接続するのが当たり前となりました。第 4世代でスマー
トフォンの時代が到来し、大抵のことはスマホで出来るよう
な時代になりました。
　通信速度は、1993 年に 2,400bps だった速度が、2020 年 3
月には1.7Gbpsへ高速化を実現。27年で70万倍。これはムー
アの法則を超える進化、モバイルネットワークの世界は、端
末の小型化・高機能化とあわせ、高速化に関する進化が早い
世界だということがわかります。
　更に、5G（第 5世代）では、2020 年冬に 4.2Gbps を提供
予定です。現在、通信速度は、「ギガの時代」へと進化して
います。
その 5Gの特徴は大きく 3つあります。
　1つ目が．「高速・大容量」です。標準規格のDL速度の目
標性能は、20Gbps です。
　高速化によって、例えば、
4K、8K などの高精細映像
をモバイルネットワークで
伝送できるようになりま
す。
　2つ目は「低遅延」です。
標準規格では、無線区間で
1ms の遅延を目標としてお
り、ロボットの遠隔制御や
ドローンの自動制御など、これまで出来なかったことを実現
する特徴です。
　3つ目は「多数接続」です。1k 平米あたり 100 万デバイス
というのが標準規格の目標値です。身の回りのあらゆるもの
がNWに接続する世界を実現する特徴です。

　これら 3つの特徴を活かし、色々な分野で新しいサービス
を実現していくことを目指しております。
　福井においても、5Gエリアが順次拡大していきます。「福
井市中心部」「越前市」
「敦賀市」「小浜市」
など主要都市部へ順
次拡大してまいりま
す。あわせて、5G対
応端末、5G料金プラ
ンをご用意しており
ます。詳しい状況は、
ドコモのHPにてご確
認頂ければ幸いです。

■「５Gがもたらす新たな価値」について
　モバイルサービスが提供する価値という切り口では、20
年毎に変革しており、これまで 2つの波が発生、５Gで 3つ
の波を起こしていくと考えています。
　第一の波は、どこでも誰でも誰とでも音声通信ができる価
値。
　第二の波は、ケータイがインターネットに接続し、インター
ネット通信やゲームや動画配信などのサービスを移動通信で
も出来るようになる価値。
　第三の波は、社会課題の解決と、これまで体験したことの
ない新体感による新たな価値を創り出していくことが、この
時代、世の中から求められていると考えています。
　５Gの 3つの特徴と社会課題を掛け合わせ、新しい価値を
実現するソリューションを提供し続けたいと思います。
ドコモでは、パートナー企業の皆様と協創し、29 の 5Ｇソ
リューションを作り出だしています。本日は、幾つかの事例
をご紹介させて頂きます。
　皆様が抱えている課題に対してひとつでも「これいいん
じゃない！」
という商材が
あれば、また、
その他にこん
な商材ない
の？などお声
がけ頂ければ
嬉しく思って
います。

「ドコモが描く５Gの世界」について
　最後に、ドコモが描く５Gの世界をコンセプトムービーで
ご紹介いたします。これまでご紹介してまいりました、ソ
リューションのアイデアが随所に入っております。
　本日ご説明したソリューションとあわせ、「ニューノーマ
ル時代に適応したソリューション」もご用意しております。
お困りごとございましたら、ご相談頂ければ幸いでございま
す。以上で私の卓話を終了させていただきます。

同好会《季楽会》

ロータリー財団

ポリオ撲滅寄付
(2019-20 年度 ポリオ
撲滅活動に少なくとも
1,500 ドルを寄付した
クラブへの感謝状 )

「ドコモが描く “５G” の世界」
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