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高山西ロータリークラブ 

例会報告   
第２６３０地区 岐阜県 濃飛分区  創立１９６６年１月１５日 
 

●例会日 毎週金曜日 １２：３０～１３：３０ ●会 長 鍋島 勝雄 

●例会場 高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988 ●幹 事 中村 良平 

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長  米澤 久二 

                              

     地 域 を 育 み 大 陸 を つ な ぐ  

「南海の雲上」  蜘手 康介 

雑誌広報委員会・お祝い 

＜会長の時間＞ 

 震災から３週間を過ぎようと

して、被災地にも救援物資を届

ける活動も活発になってきたよ

うです。 

 地域や日本国の復興の原動力

は被災者救援が最優先だと思うと同時にどんな形でも、みんながそれ

ぞれの立場で個々に支援協力されていることに対して日本人全員の

パワーを痛感しています。 

 テレビ放送にて、被災地に向う自衛隊東北部隊は仙台に基地が有り、

部隊そのものが被害に遭い又、隊員も東北出身者が多く、家族も被害

を受けている方が多い中、隊員として家族のことを思うと直ぐに飛ん

で行きたいが｢日本国民を守るのが自分の使命です｣と云われた時、涙

が止まりませんでした。 

 広浜和敏さんの詩集「そのままのあなた」に 

“ 万有万物 生きとし生けるもの すべてで 共有しあって い

るんだよ 「宇宙」は ” 

 日本人のすべてが、この心を大切にしていることを痛感すると同時

に共有している姿 “日本人は凄い”“日本よがんばれ”と叫ばずに

はいられませんでした。 

 

 ＜幹事報告＞ 

◎ガバナーより 

・『ニュージーランド地震災害 

義援金』お礼とご報告    

２，７０５，１１１円 

◎ガバナー、地区大会実行委員長、地区大会幹事より   

地区大会記録紙 

◎ガバナーエレクトより 

 ・国際ロータリー第2630地区2011年度地区協議会プログラム 

日 時  4月17日（日）   会 場  四日市市文化会館 

10：30登録受付・昼食、12：00点鐘、14：20～15：40分科会、 

15：50 分科会報告 等、17：00点鐘 

 

◎ガバナーより 

・地区補助金の募集と申請について 

  申 請 者  2630地区 各ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ(1 ｸﾗﾌﾞ１ロとします) 

募集ロ数  10□ 

  補助金額  1口US$3,000を上限とします 

対象期間   補助金受領後半年以内に最終報告を完了する事業 

申請期間   2010年6月30日に地区に申請の到着したもの 

  地区選考   A.補助金の対象として適格かを審査 

B.原則として申請順にて10ロまでで締め切り   

提 出 先  地区事務所 

◎次期ガバナー補佐より 

 ・ガバナー公式訪問および濃飛分区ＩＭ開催日、 

ガバナー補佐訪問日程のお知らせ 

   ガバナー公式訪問 ９月１５日(木) ＩＭ  １０月２日(日) 

   ＡＧ訪問 第１回 ７月２９日(金)    第２回   ９月２日(金) 

＜例会変更＞ 

美濃加茂 … 4月15日(金)は、職場訪問例会のため 

       9：30～、タイム技研(株) 下呂工場 に変更 

    4月29日(金)は、法定休日(昭和の日) により休会 

6月24日(金)は、定款により休会 

＜受贈誌＞ 

ロータリー米山記念奨学会(ハイライトよねやま号外)、高山中央 

RC(会報)、不破RC(会報)、不破の関RC(会報) 

 

＜出席報告＞ 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々 回 37名 5名 42名 44名 95.45% 

本日 37名 － 37名 44名 84.09% 

＜本日のプログラム＞ お祝い 
◎会員誕生日 

 寺田 昌平   ４． ６        内田 幸洋  ４．１７  

斎藤  章  ４．３０       中村 良平  ４． ２ 
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◎夫人誕生日（当日、ご自宅へ花束をお届け） 

  新田 敬義   悦 子 さん     ４．１２  

  斎藤  章   厚 子 さん     ４． ５ 

  蜘手 康介   百合香 さん     ４．２７ 

 

◎結婚記念日 

挾土 貞吉   

Ｓ４２．４． ７ 

菱川 正臣   

Ｓ４２．４．２４ 

中林 和夫   

Ｓ４２．４． ７ 

脇本 敏雄   

Ｓ４６．４．１０ 

 

 

      

◎出席表彰 

河渡 正暁    

７年 

      

      

 

 

◎在籍周年記念表彰 

 中村 良平   

１５年 

 

 

 

◎３ヶ月表彰 

・内田 幸洋 ・小田 博司 ・河渡 正暁 ・斉藤  章 

・堺   和信 ・阪下 六代 ・田中 正躬 ・寺田 昌平 

・中林 和夫  ・鍋島 勝雄 ・菱川 正臣  ・門前庄次郎  

 

＜新会員紹介＞ 

本日よりご入会頂きました河尻浩次さんは 昭和 34 年生

まれの 52歳。前任地の大垣共立銀行可児支店長時代には、ラ

イオンズに所属されていたそうです。 

 高山支店長として赴任され 1ヶ月足らず。ご自宅は多治見

で、お母様と奥様を残されての単身赴任でいらっしゃいます。 

 

皆様色々

とお誘い

下さいま

して親睦

を深めて

頂ければ

と思いま

す。 

 

 

＜本日のプログラム＞ 雑誌・広報委員会 

雑誌広報委員長    

平 義孝 

本日はソフトバンクテレコム

の竹内様に、中小企業で進む

情報共有の強化について、ま

た生活を便利にするスマート

フォンの活用等についてお話をして頂きます。                           

ソフトバンクテレコム(株)広域第一営業部東海営業統括部 

法人営業部              竹内 武司 様 

本日は、iPhone/iPad の登場から、どの様な変化が起きて

いるかを紹介させて頂きます。 

  まず最初に数字の面から話をさせて頂きます。２００９年 

時点で、２０１２年には PCの年間販売台数をスマートフォン 

が抜くだろうと言われていました。実際には昨年１０－１２ 

月の 3ヶ月間だけを見ると PCの出荷台数を抜いており、また 

先週は従来型携帯電話よりスマートフォンの方が多く販売さ 

れたというニュースもあり、スマートフォンに移る流れは確 

実に進んでいます。 

次にスマートフォンを導入した企業でのアンケート結果に 

寺田 昌平   ４． ６        内田 幸洋  ４．１

  

斎藤 章   ４．３０        中村 良平  ４． ２  
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ついて紹介させて頂きます。 

情報共有の強化として会社メールをいつでも、どこでも、 

すぐに、簡単に、スマートフォンで見れる様にしています。 

この結果、お客様や社内のやりとりが早くなると同時に営業 

が生き生きとしてきています。実際に経営者自身がその効果 

を体感した企業では、導入が進んでいます。 

そして昨年、iPadが登場しました。特長は紙の様に見え 

る画面、簡単な操作性、すぐに使える俊敏さ等です。簡単に 

使える為、今まで PCと距離があった方達に広がってきていま 

す。ビデオでご覧頂いた様に 100歳のおばあちゃんが楽しそ 

うに触って詩を書いたり、老眼鏡無しで文字を拡大して読む 

事も、簡単に操作できる事を表しています。 

また最近では、営業の電子カタログやレストランの動くメ

ニュー等としても使われはじめています。見やすい画面とす 

ぐに使える事で接客場面で使える様になりました。 

この様にして使われ始めた後は、アプリというソフトを 

追加していく事で、もっと自分自身にとって便利なものにし 

ていけます。その代表的な物を紹介します。まずはグーグル 

翻訳という無料のアプリです。紹介のビデオにありましたが、 

一切キーボードを使わずに音声で吹き込んだ日本語を英語 

やイタリア語等に翻訳してくれます。次に最初から入ってい 

る地図というアプリを紹介します。鮮やかな画面で簡単に地 

図の拡大や衛星写真への切り替え、行き方も簡単に調べるこ 

とが出来ます。また広辞苑の様な辞書もたくさん販売されて 

います。 

最後に電波が弱いと言われるソフトバンクですが、この 

一年間で強化を図って基地局数を全国で倍にしました。また 

高山では観光客誘致の為に、Wi-Fiの電波を商店街の皆さん 

と一緒に展開させて頂きました。 

今後も進化していきますので、早いうちにぜひ一度触っ 

て楽しんでみて下さい。 

 

＜ニコニコボックス＞ 

●鍋島 勝雄さん 

・ソフトバンクテレコム(株)玉井様、小川様、竹内様、よう 

こそ来訪していただきましてありがとうございます。 

・河尻大垣共立銀行高山支店長、ご入会ありがとうございま 

す。大歓迎です。 

●中村 良平さん 

・ソフトバンクテレコム(株)玉井様、竹内様、小川様ようこ 

そお越し下さいました。 

・河尻浩次さん、ご入会を歓迎いたします。今後ともよろし 

くお願いします。 

●平 義孝さん 

ソフトバンクテレコム株式会社東海支社部長 玉井瑞穂様、高

山地域担当営業 小川康文様、講師の竹内武司様、大変ご多

忙のところご無理をお願いし名古屋からお出で頂きありがと

うございます。本日はよろしくお願いします。 

●河尻 浩次さん 

伝統と格式ある高山西ロータリークラブに入会させていただ

き誠に光栄に存じます。お世話になりますが、どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

●内田 幸洋さん 

今月６５歳になります。随分と年を重ねてしまいました。健

康で長生き、これが目標です。 

●寺田 昌平さん 

・良い事ではないのですが、高山市サッカー協会の会長をの 

べ１０年させていただき、何もしない会長を恥じていまし 

た。肩の荷が一つ減りました。 

・誕生祝いをいただけるそうで、本日は指定席です。 

●伊藤 松寿さん 

次男 惟が薬剤師国家試験に合格いたしました。時節柄、震 

災の影響で就活はこれからということになります。今後とも 

親子ともども宜しくお願い申し上げます。 

●堀川 和士さん 

ロンドンで幼稚園の先生をしていた長女が２年振りに帰って

来ました。ようやく落ち着いて再就職、結婚へと期待したの

もつかの間、来月の初めにはオーストラリアのシドニーで生

活を始めるとの事。も～う、勝手にせい！  

●田中 正躬さん 

この４月から２人目の孫も保育園に行く事になりました。子

供の成長の早さに日々感心するばかり。それに引き換えジ―

バーは体力の衰えを感じるばかり…。まだまだと自分に言い

聞かせての野良仕事、負けないぞ～！  

●田近 毅さん 

４月２０日に行われるチャリティー昼の部｢アジサイ寄席｣夜

の部｢ふれあい寄席｣の切符はお陰様で完売致しました。ご協

力頂きました皆様らお礼申し上げます。有難うございました。

●村瀬 勝彦さん 

前回の例会で味噌汁椀をひっくり返してしまいました。申し

訳ありませんでした。 

●折茂 謙一さん 

早退します。 
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