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2. みんなに公平か

3. 好意と友情を深めるか

本日の例会

次回の例会

第1755回例会 令和元年12月23日
今週の歌 「手に手つないで」
クリスマス家族例会

前回の記録
会長挨拶

4. みんなのためになるかどうか

橋本
（徹）会長

先週13日、14日の地区大会、多数の参加ありがとう
ございました。
13日の開会式で吹田西に関係する表彰が、二つあり
ました。一つ目は、山本直前ガバナーから、2018－19
年度ロータリー会長特別賞（ゴールド）をいただきま

第1756回例会 令和 2 年 1 月 6 日
今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」
新年例会 新春の奏で

大正琴 三重奏 小林くみこ氏 他

幹事報告

木田副幹事

1 ．ロータリー財団寄付者認証品が届きましたので、
贈呈します。
PHF＋4：河邊会員
PHF＋1：毛利会員
PHF：橋本（幸）会員
2 ．米山記念奨学会より、2019年11月度、第40回米山
功労クラブの感謝状が届きました。

した。本来なら大藤直前会長が受領されるのですが代
理で受取ってきました、2018－19年度幹事 榎原さん
にお渡ししたいと思います。
もう一つは、ベネファクターの認証を受けられた方
で、ロータリー財団恒久基金に更に累積で2,000ドル
を超えてご寄付を頂いた方を認証する地区恒久基金
フェローに阪本勝彦会員が認証されました。認証状と
バッチをお渡しいたします。
14日の本大会時にも二つの表彰がありました。一つ
目が、正会員全員が、年次基金・ポリオプラス基金・
ロータリー財団が承認した補助金・恒久基金のいずれ
かに、少なくとも25ドル以上の寄付をして、 1 ロータ
リー年度の一人当たりの平均寄付額が100ドル以上に
達しているクラブとして、100パーセント「ロータ
リー財団寄付」クラブとして認証されました。その感
謝としてバナーをいただきましたので回覧いたします。
もう一つは、ロータリーのポリオ撲滅活動に少なく
とも1,500ドルをご寄付頂いたクラブとしてEnd Polio
Nowのポリオ感謝状をいただきました。回覧させて
いただきます。総て、2018－19年度の表彰です。
来年も表彰されますよう、本年度の寄付関係のご協
力をお願いして地区大会の報告と会長挨拶とさせてい
ただきます。
それでは、40周年記念式典まで168日です。
本日は、1754回例会です。よろしくお願いいたしま
す。

3 ．本日、例会後に理事会があります。来週23日は、
事務局はお休みですのでクリスマス会当日急用が
ある方は、橋本（幸）親睦委員長又は幹事にご連絡
をお願いします。

出席報告

出席委員会

阿部委員長

●会 員 数 50名
出席会員数 43名
●来
客 0名
本日の出席率 91.49％
●12月 2 日の出席率（メーキャップ含む）100％

親睦活動委員会

橋本（幸）
委員長

来週はクリスマス家族例会です。ホテルコンラッド
大阪にて18：00開会です。親睦一同心よりお待ちして
おります。また、 1 月 6 日は新年初めの為アルコール
有りの例会です。車でのお越しはご遠慮ください。是
非ウイスキーなどをお持ち込み頂くと助かります。よ
ろしくお願い致します。

ロータリー財団委員会

瀬川委員長

本日、福原会員より特別寄付をいただきました。
ご協力ありがとうございました。

ロータリーは世界をつなぐ
職業奉仕委員会

近藤委員長

職業奉仕から、ふたつのお願いがございます。
先ず、ひとつ目ですが、下記日時で職業奉仕の炉辺
談話を実施いたします。
今後の奉仕活動に、是非とも皆様のご意見をお聞き
したく考えておりますので多数ご参加いただけますよ
う、何卒、よろしくお願い申し上げます。
日時：2020年 1 月17日（金） 午後 6 時30分から
場所：博多流 神屋（じんや）江坂本店
住所：大阪府吹田市江坂町 2 － 1 － 8
電話：06－6388－0415
会費：5,000円を予定しており現地で徴収させて
頂きます。
次に、ふたつ目のお願いですが、今年度、各会員企
業で学校に対し実施された職場体験学習の状況をまと
めたいと考えております。社内レポート等が有りまし
たら、 1 月 6 日
（月）
の新年例会までに私に提出いただ
けますようお願い致します。会員名簿に私のメールア
ドレスが載っておりますので、メールでも結構です、
何卒、よろしくお願い申し上げます。

次年度幹事報告

木田次年度幹事

2020－21年度の役職者につきまして以下の方を選任
させていただきましたのでご報告いたします。
クラブ奉仕担当理事
紙谷 幸弘
職業奉仕担当理事
長屋
興
社会奉仕担当理事
佐藤 原二
国際奉仕担当理事
榎原 一滋
青少年奉仕担当理事
仁科 直樹
S.A.A
塚脇
洋
会計
近藤
亘

ニコニコ箱

村井SAA

●小林会員 今年最後の例会出席です。皆さん、どう
ぞ良いお年を！
●毛利会員 結婚記念日のお花、ありがとうございま
した。
●宮川会員 お寒くなりました。
●木田会員 誕生祝いありがとうございました。
●坂本
（一）
会員 リフォームが無事終わりました。あ
りがとうございました。
●塚脇会員 山下さんの卓話、楽しみにしています。
●杦本会員 前回の例会では村井パスト会長に大変お
世話になりました。
本日のニコニコ箱
累計のニコニコ箱
累計ニコニコB

21,000円
691,000円
4,500円

卓
私の職業

話
山下

幸之 会員

本日卓話では私の会社のことと、放送・通信業界の
ことをお話しさせていただきます。
私が所属しているJ：COMは正式にはジュピターテ
レコムという社名です。本社は東京で全国で68か所の
営業拠点があり、吹田はその一つになります。ケーブ
ルテレビ、インターネット、電話の 3 つのサービスに
加え、携帯電話、電力、ガスとご家庭向けのインフラ
事業をご提供しています。
吹田市では全世帯の95%にあたる約16万 5 千世帯の
ご家庭にJ：COMのケーブルを引き込んでおり、その
うち約 5 万 3 千世帯のご家庭にご加入いただいていま
す。
最新のサービスとして「Home IoT」やつながりや
すい「メッシュWi-Fi」、音声認識やNETFLIXなどの
ネット動画配信サービスが視れるケーブルテレビ
チューナー「J：COM LINK」があります。
1993年NTTがWEBサイトによる情報発信をスター
トさせ1996年にYahoo! JAPANが検索サイトを開始、
日本でインターネットの普及が始まりました。それか
ら日本人の生活は一変、バブル崩壊もあって家庭消費
が減少し食費や住居、被服や交際費といった多くのモ
ノの消費が下がりました。そんな中、自動車と通信費
だけは消費額が上がりました。特に家庭における通信
費は月額 1 万 8 千円を超え、家計消費のウェイトが通
信費にシフトしていきました。それを裏付けるのが日
本の通信会社の営業利益ランキング（2018年）です。
日本で最も営業利益が高いのはトヨタ（ 2 兆3,999億
円）ですが 2 位のソフトバンク（ 1 兆3,038億円）、 3
位のNTTドコモ（9,733億円）、 4 位のKDDI（9,628億
円）と通信事業者が占めています。
インターネットを介して動画などマルチメディアを
提供するOTT（Over The Top）、様々なものをイン
ターネットで結びコントロールするIoT（Internet of
Things）、第 5 世 代 移 動 体 通 信 で あ る 5 G（5th
Generation）といった高速化・多様化により、通信事
業ははさらに変貌を遂げていくことでしょう。

