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本日のプログラム

司会 蓮野 美廣君

・点 鐘 名畑 豊君

・ROTARY SONG 「奉仕の理想」

・今月の歌 「浜千鳥」

・ビジター紹介 名畑 豊君

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶 名畑 豊君

・卓 話 ガバナー補佐 小原 久和君

・幹事報告 志水ひろみ君

・点 鐘 名畑 豊君

今月の歌

浜千鳥

青い月夜の 浜辺には

親をさがして 鳴く鳥が

浜の国から 生れ出る

ぬれた翼の 銀のいろ

先週の記録

会長挨拶 会長 名畑 豊君

本日は西三河地区の知立ロータリーから会長の

酒井さん、副会長の神谷さん、幹事の水野さんが

来られました。本年度の千田ガバナーの事業方針

のひとつであるロータリーの相互訪問のためです。

相互訪問は、今年は東尾張分区と西三河分区との

交流になります。ちなみに、春日井ロータリーが

訪問する相手は一色ロータリー（一色ロータリー

は会員数２３名。設立は昭和３７年です。５０年

の歴史があります。）で２ヵ月後の訪問を計画して

います。食事の時に知立ロータリーの会長さんの

２０１２年８月３１日（金）第２１０５回（８月第４例会）

話を聞きました。知立ロータリーの設立は平成３

年で、２０年の歴史があることになります。会員

数は６２名です。知立市の人口は、約７万人で、

春日井市の３０万８千人と比較しますと、春日井

ロータリーの会員数が少ないことになります。ま

た、会員の平均年齢は、春日井ロータリーより、

歴史が浅いこともあるのでしょうが、１０歳若い

とのことです。知立ロータリー会長の話では、現

在の規模が一番良いとのことでした。

春日井ロータリーの今年の方針を説明させてい

ただきます。一番目は会員数の５名増加です。な

かなか会員増加は図れません。まず、春日井ロー

タリーのイメージチェンジからはじめています。

事務局のリニューアルを現在行なっていますが、

それは、ロータリーの硬い雰囲気を減少させ、誰

にも好かれるロータリーにするためです。次に、

ロータリーの原点である奉仕活動に力をいれてい

１ます。来年は春日井ロータリー４５周年を迎え

ます。その事業として、フィリピンセブ島の小学

校への水洗トイレの寄贈を計画しています。この

事業は時間がかかるために、２年間の計画で進め

ています。また、春日市市がシンボルとしていま

すサボテンの鉢植え大会を、本年度の春日井福祉

のつどいで開催します。このサボテン鉢植え事業

は、地区の補助金対象事業になりました。

いろいろな事業を通じて、春日井ロータリーの

ＰＲを行いロータリーに興味を持ってもらうこと

が会員の増加に繋がると考えています。

本日は、知立ロータリーの皆さまにくつろいで

いただきますようにお願いいたします。



幹事報告 幹事 志水ひろみ君

：地区内交流の一環にて 知立 RC 酒井一造会長

神谷 修副会長、水野吉樹幹事の来訪があり知立

RC また春日井 RC の現状について、情報交換と

友好を深めることが出来、大変有意義な例会とな

りました。

：千田ｶﾞﾊﾞﾅｰの方針の東日本大震災高校生支援ﾌﾟ

ﾛｼﾞｪｸﾄであります。

２５２０地区(宮城・岩手)小野寺ｶﾞﾊﾞﾅｰとの協力

のもと、高校生に対する経済(One Coin)と心の支

援を二つの地区のﾛｰﾀﾘｱﾝとﾛｰﾀﾘｰ活動で、被災高校

生を支える自治体(学校関係者)と協力して当地区

は被災高校生支援委員会を事務局とし、高校生３

０名を３年間継続事業として支援します。

先回の理事会にて可決承認をいたしましたので、

当ｸﾗﾌﾞは１８口を支援いたします。ついては会員

お一人@6,000 を(3 年分一括)を徴収させていただ

きます。

：事務局のﾘﾆｭｱﾙ工事です。8 月 31 日(金)PM より

書庫、備品当の撤去、9 月 3 日(月)~9 月 6 日(木)

まで工事されます。その間、会員ｸﾗﾌﾞ活動には

ご迷惑をおかけします。ご協力をお願いします。

9 月下旬には会員の皆さんに新しい事務局をご利

用していただけます。

◎例会変更のお知らせ

あ ま ９月１０日 (月) ９月１０日（月）１８：００

ＲＣ 2000回例会の為名鉄グランドホテル

名古屋丸の内 ９月１３日 (木) ９月１４日（金）１２：３０

ＲＣ ガバナー公式訪問の為 マリオットアソシアホテル

◎ビジター紹介 会長 名畑 豊君

○知立ＲＣ 酒井 一造君

〃 神谷 修君

〃 水野 吉樹君

出席報告 委員長 和田 了司君

会員 ５0 名 欠席 14 名 出席率83.3%

先々週の修正出席 ― ―

ニコボックス報告 委員長 大畑 一久君

○春日井ＲＣ訪問有難うございます。 知立ＲＣ

酒井 一造君

神谷 修君

水野 吉樹君

○知立 RC の皆様、ようこそ来ていただきました。

名畑 豊君

○知立ＲC 酒井会長様はじめ副会長、幹事様

をお迎えして 志水ひろみ君

○中京テレビ、未来世紀 ジパングという番組で

ＭＲＪ販売アメリカ支社長の娘婿が出演しまし

た。 社本 太郎君

○今日は卓話をさせて戴きます。よろしくお願い

します。 和田 了司君

○和田さんの卓話 楽しみにしています。

高橋 理恵君

○和田さん、峠さんロータリーの森に散水ありが

とう。 早川 八郎君

○今日からお世話になります。 大畑 一久君

○和田さんの卓話 楽しみにしています。

蓮野 美廣君 風岡 保広君 亀谷 鉦一君

屋嘉比良夫君 太田 弘道君 加藤久仁明君

塚本 兼光君 貴田 永克君 成瀬 浩康君

磯野 俊雄君 岡田 義邦君 足立 治夫君

長谷川英輝君 宅間 秀順君 加藤 茂君

中島 宗幸君 林 鑛三君 大橋 完一君

浅井 滝治君 林 憲正君 伊藤 純君

伊藤 正之君 松尾 隆徳君

卓話 和田 了司君

これまで存在していなかった iPAD と名付けられ

たタブレット端末機器が 2011 年１月に米アップ

ル社より販売され、若者を中心にものすごいスピ

ードで普及しております。利用料は機器のレンタ

ル料と通信料を加えて２年契約しばりで月５００

0 円位です。タブレットとはというと光回線並み

の無線高速ブロードバンドが利用でき、わら半紙

半裁分のB5位の大きさで重量500グラム位の携帯

用薄型軽量の通信パソコンです。画面上で JISキ

ーボード並みの使い勝手のよいソフトキーで文字

を入力したり、拡大できます。スマートホンより

画面が大きく、キーボードが充実していますが、

通話は出来ません。iPAD に遅れて現在は米グーグ

ル社のアンドロイド OS を搭載した韓国サムスン

社製のギャラクシー、書籍の通販に強みを持つア

マゾン社等が急速に台頭しております。人気の源

として、メールはもとよりフェイスブック・ツイ

ッター等での利用です。この趣味と情報共有をミ

ックスした利用法は写真を含めたリアルタイムで

の受発信の需要が非常に髙いので、タブレット端

末の本領発揮です。なんと言っても薄型軽量のこ

の携帯具には色々な機能がオールインワンで詰ま

っています。私が気に入っているベスト３は GPS

対応の地図及びナビ機能です。インターネットか

らダウンロードされた最新の地図で出発地から目

的地までを的確に案内してくれます。交通機関、

徒歩等での移動時非常に便利です。次に気に入っ

ているのはグーグルスケジュールですタブレット

は勿論、会社のパソコン、自宅のパソコン・携帯

電話等で書き込んだデータはグーグルメールアド

レスをキーとして同期され閲覧出来ますので手帳

並みの入力の手軽さとデジタルならでは内容の整

理をしてくれます。いわば優秀な秘書です。３つ

目がカメラ機能を利用した写真メモです。グーグ

ルスケジュールと大型画面での写真メモを併用す

ることでスケジュール管理がこの軽量薄型をカバ



ンに入れておけば良いわけです。更にビジネスで

の利用では、本体に装着されている大容量が蓄積

できるマイクロ SD カード及びインターネットを

利用した外部情報ディスク『クラウド』を利用す

ることによって、大量のエクセル・ワード、写

真,PDF ファイルを参考資料として携帯したり、グ

ループで情報を共有することも出来ます。営業面

では電子カタログとして事務所外で提示したり印

刷したすることもできます。このようにタブレッ

トは利用・活用の仕方においても個人生活やビジ

ネスの仕方が大きく変化させ能率及び保存・即応

性で絶大な光を提供してくれます。しかし、マク

ロな日本経済、地方経済においては普及の拡大に

おいて、新たに大きな陰を生み出しています。発

売させてから２年と７ケ月が経ち今年度 2012年

での販売台数は世界で１億２０００台に達し本体

での販売金額は3兆7000万円 通信費は約3兆円

ソフト等ダウンロード需要は１兆円 計 6.7 兆円

の市場規模となるそうです。４年後 2016年度では

更に新規台数 3億 7000 万台で本体販売金額11兆

4000億円 累計台数が利用する通信代金 15兆

6000億円 ソフト等ダウンロード需要 3.6 兆円

計 30.兆６０００億円という巨大な市場に成長す

ることが予想されます。この金額は日本の現在の

GDP476 兆円の 6.4％に相当します。タブレット市

場に日本経済が世界の供給者となれるか？ タブ

レットの本体の影響力は OS 提供業者とタブレッ

トブランドのオーナーが持ちます。OS はともかく

日本ブランドのタブレット製造業者に頑張ってほ

しいところです。たとえば iＰadの場合アップル

社が認定した有力な数社だけが販売が出来ます。

従って市町村を基盤とする地方型の販売店には全

く利権がありません。私は中国製ではありますが、

国産ブランドの富士通製をあえて使用しています

が、国産ブランドに頑張ってほしいので、多少性

能面が劣っていることも覚悟して購入しました。

通信では NTT ドコモ等のクロッシーは世界で最先

端を行っているとのことでだそうです。アプリケ

ーションソフトの販売の仕方は ダウンロード料

金として月の通信料に加えて請求される仕組みが

一般的で、やはり、通信業者と OS提唱業者だけに

分配されている仕組みのようです。おもしろく、

便利な機器ではあるが、日本を潤し、地方に雇用

を生み、地方政府に税収を促進するエンジンとし

てははなはだフラストレーションが貯まるイノベ

ーションです。日本は資源のない国で、優秀な製

品を開発して販売し続けて行くことが出来なけれ

ば存続できない国です。なぜ、遅れをとったか、

どうやって取り戻すか、しっかりと考えなくは思

います。日本車が全盛だったときのかつてのアメ

リカのイライラがよく理解できる。

（知立ＲＣ会長ご挨拶）

（知立ＲＣ会員訪問の皆さん）

（知立ＲＣバナー）

（卓話 和田 了司君）


