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◦�九州における5G実証実験
　�（九州大学、リビングロボット、ハウステンボス、
ドコモの4社連携でハウステンボスの外に居ながら
園内の風景や光景をリアルタイムに眺められる仕
組み）

5Gオープンパートナープログラム
　事例は5Gオープンパートナープログラムによる取
組みであり、パートナーと共に5Gを活用した新たな
ビジネスの創出を目指します。
　プログラムでは、5G通信方式の実験環境をはじめ、
クラウド、画像認識AI技術などが利用できます。
5Gエリア展開
　当初はパートナーと連携したソリューションの実
用化が想定されるため限定したエリア展開からスタ
ートし、徐々に拡大していく予定です。
5G実現に向けたロードマップ
　2019年９月のラグビーＷ杯においてプレサービス
を実施し、2020年春に商用サービスを開始予定です。
　今後の5Gの取組みにご期待ください。
　最後になりますが、ドコモでは現在の社会課題で
ある働き方改革やキャッシュレスなどについても取
組んでいますので、いつでもご相談ください。

例会記録
◯ロータリーソング「我らの生業」
◯卓話者
　㈱ドコモCS九州　長崎支店法人営業部
� 部長　後藤　義勝�様

会 長 挨 拶
� 会長　古賀　　巖
　先週5月22日の例会は、令和特別
記念休会として指定休会日とさせて
頂きましたので、2週間のご無沙汰
です。
　26日㈰は、恒例の市内8RC親睦
ゴルフコンペと懇親会が開催されま
した。60歳台1・2・3位独占、70歳台

５Ｇ時代に向けたドコモの取組み
（さまざまなパートナーとの協創）

㈱ドコモCS九州 長崎支店法人営業部
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ドコモが目指す世界（3つ）
◦�2020年のさらにその先を見据え、ビジネスパート
ナーのみなさまとともにお客さまの期待を超える
ことにより、お客さまへの驚きと感動の提供、パ
ートナーとの新しい価値の協創の実現をめざし
ます。そのために、これまでの自分自身が変わ
り、5Gで豊かな未来を作っていく、という意味を
beyondに込めました。
◦�5Gで楽しさ・驚きの新たなスタイル革新を目指し
ます。
◦�5Gという通信インフラ革新で社会課題を解決し、
社会・産業の発展に貢献します。

5G概要
　電話だけの機能から始まり、メール、静止画を経
て現在では、高速で動画送受信が可能になるほどの
技術革新をしており、モバイルワイヤレスはこの25
年で目覚ましい進化を遂げています。
　5Gは「高速・大容量」「低遅延」「多数端末接続」
の3つの特長があり、例えば、人が密集したイベント
会場や大都市エリアで、4K/8Kといった超高解像度
動画のストリーミングを快適に楽しめるような世界
を目指します。
5G実証実験事例
◦�高精細診断画像による遠隔診療
◦�建設現場の未来 ─重機遠隔操作システム─
◦�画像認識AIが切り開く水産業の未来 ─画像認識AI
による生簀内の養殖魚出荷数量の測定─
◦�高精細映像を利用した農業支援 ─「匠の技」を活
用したIOT技術指導モデルの展開事業─
◦�5Gが実現するVRソーシャルビューイング　─スポ
ーツ・イベント等の新たな観戦スタイル─
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2．国際ロータリー日本事務局　経理室
　�2019年6月のロータリーレートは、
　1ドル＝110円です。（参考：5月＝112円）

3．日韓親善会議 委員長　市川伊三夫 さん
 　第15回日韓親善会議 実行委員長　桑原　　茂 さん
　第15回日韓親善会議参加登録のお願い
　日時／2019年9月28日㈯　13：40〜
　場所／仙台国際センター
　参加登録締め切り／2019年7月20日㈯
　登録料／20,000円

4．2019-20年度第2740地区公共イメージ委員会
 委員長　久保　泰正 さん
　地区研修・協議会（公共イメージ部門）参加のお礼
と研修会のプレゼンビデオ
　https://www.youtube.com/jCYtR9mMGvk

5．松浦ロータリークラブ 幹事　本吉　直之 さん
　次年度通常例会開催曜日変更のお知らせ
　（旧）毎週金曜日12：30点鐘（6月28日㈮迄）
　（新）毎週水曜日12：30点鐘（7月3日㈬開始）

6．島原南ロータリークラブ 会長　永橋　秀光 さん
　第40回記念RYLA開催のお礼

7．大村ロータリークラブ
　「週報No.33-37」が届いております。

8．佐世保学園長 青柳　秀直 様 
　2018-19年度意見発表会の実施内容について
　「社会を明るくする運動」月間における意見発表会
の開催について（ご案内）
　日時／令和元年7月26日㈮　13：30〜15：30
　会場／佐世保学園大教室

委員会報告
■インターアクト・青少年活動委員会
 委員長　田中　信孝
佐世保市交通遺児募金活動
　日時／令和元年5月25日㈯
　　　　12：00〜13：30
　場所／島瀬公園前四ヶ町通り
　参加／�インターアクト：生徒13名（1

年6名、3年7名）、林田先生、
佐世保RC：田中、山田さん

　佐世保市子ども政策部へ寄贈
　5月28日㈫ 午後　￥62,685
　令和元年のインターアクト募金活動は、佐世保市
交通遺児に対する募金と歳末助け合いの募金活動を
行い、佐世保市子ども未来課へ寄贈する予定です。

■ハワイ短期留学プログラム委員会
 委員長　池田　真秀
　去る5月18日㈯にワシントンホテルにてハワイ短期

2位、80歳台2位などで間違いなく優勝と思いました
が、まさかの3位でダブルペリアの恐ろしさを感じた
次第です。
　本日5月29日は、エベレスト登頂記念日だそうです。
エベレストのお話を少し紹介します。
　1953年（昭和28年）のこの日、ニュージーランド
のエドモンド・ヒラリーとシェルパ族のテンジン・
ノルゲイが、世界で初めて世界最高峰のエベレスト
の登頂に成功したことで、制定されています。
　数日前のニュースでは、近年山頂に登山者が殺到
して大渋滞を起こしすぐに降りられず、登頂に成功
したものの死亡する事態が起きていると記載されて
いました。外貨獲得の為に大量に登頂許可を与え、
こういう事態を引き起こしているそうです。しかし、
ネパール当局は渋滞だけが原因では無いと発表して
います。
　ところで、標高で見ると世界一の高さ8,848メート
ルですが、ハワイ諸島の「マウナ・ケア山」は海底
からの高さは、なんと10,203メートルになるそうで
す。標高にした場合は4,205メートルになると記述さ
れています。もっとも、海底のどこに基準を置くのか、
よくわかりませんが…。
　また、マロリーが再度エベレストに登頂しようとし
たその前年の1923年にニューヨーク・タイムズ紙の
インタビューで、「なぜエベレストに登るのか？」と
いう記者からのしつこい質問に対して、彼は�“Because�
it� is� there.”�（そこにそれ（人類未踏の最高峰)がある
から）と答えました。“it”（それ）とはエベレストを
指すものであり、日本語では「そこに山があるから」
と訳され、登山家の信念を表す名言として今日まで
語り継がれていますが、実はこれは意訳ということ
です。
　先々週末の土曜日18日に、ハワイ短期留学反省会
が開催されました。
　クラブを代表して、幹事・副幹事共々出席してま
いりました。途中、一人一人に感想を発言してもら
う場面がありましたが、いづれもしっかりした考え
を持って自分の意見や将来的な考えを持っており、
学生14名の成長ぶりも含めて実感してまいりました。
　また、病気のハプニングや、それぞれの企業にも
多大なご迷惑をおかけしたりして、池田真秀委員長
を始めとする実働部隊の皆さんのご苦労に改めて敬
意を表したいと考えます。この実働部隊の皆さんが
いなければ、絶対に成功はあり得なかったと信じて
おります。
　さて、本日の卓話はドコモCS九州　長崎支店の�
後藤義勝さんです。
　今世界的に話題になっている5Gのお話を伺えると
のことですので、大変楽しみにしておりました。
　本日も、最後までよろしくお願いします。

幹 事 報 告
幹事　大久保利博

1．国際ロータリー日本事務局 クラブ・地区支援室
　2019年度規定新議会の決定報告書
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留学プログラム反省会を開催しまし
た。当日は、このプログラムに参加
していただいた生徒14名と、ご家族
は当委員会メンバーでもある古賀さ
んも家族に含めると、7名のご参加
をいただきました。
　また当日は2740地区から福田ガバ
ナー、橘髙実行委員長、増本幹事、佐世保RCからは、
古賀会長、大久保幹事、廣瀬副幹事にご出席いただき、
誠にありがとうございました。
　反省会では生徒一人ひとりからこのプログラムに
参加しての想い等を発表していただきましたが、皆
さん素晴らしい発表ばかりで、特に印象深かったの
は、英語で話しかける勇気が、佐世保に帰ってから
の高校生活でも活きており、積極的に発表したり、
参加したりできるようになったという言葉が多かっ
たです。
　たったの10日間でしたが、生徒にとっては人生を
変えるくらいの経験ができたと感じる反省会でした。
　このプログラムは準備が長きにわたり様々な方々
のご協力のおかげで終了することができました。あ
りがとうございました。

■社会奉仕委員会 委員長　坂元　　崇
「空き缶回収キャンペーン」につい
て（ご案内）
日時／令和元年6月2日㈰
　　　�午前9：00〜（8：50集合）
　　　�（雨天の場合は、6月9日㈰に延期）
集合場所／名切ふんすい広場集合
参加者／5月28日現在 16名

次年度報告
 次年度幹事　有薗　良太
　2019-2020年度 地区研修・協議会
が5月19日13：30より諫早文化会館に
て開催されました。
　当クラブからは木村次年度会長、
遠田公夫クラブ管理運営委員長、�
松 尾  貴 公 共 イメージ委員長、�
芹野隆英奉仕プロジェクト委員長、
大神吉史青少年奉仕委員長、円田浩司ロータリー財
団委員長、有薗の7名が参加しました。
　千葉憲哉ガバナーエレクトよりRIテーマ「ロータ
リーは世界をつなぐ」並びに、地区運営方針「チャ
レンジしよう！（変化、活性化、つながる、伝える）」
について説明がありました。
　その中で、先日、全会員対象のアンケート調査を
分析し、自クラブの総合評価と対策を次年度事業計
画に反映するように言われました。また、会員増強
について女性会員・若い会員を増やすことを強調さ
れました。
　岩永信昭パストガバナーより「2019年規定審議会
報告」の基調講演がありました。
　規定審議会はRIの立法機関を成すもので、3年に1
度開催され、今年は4月14〜18日、米国イリノイ州シ

カゴにて行われました。
　100を超える立法案が提出され、採択された例を挙
げますと、
　欠席のメークアップに関する規定を改正する件で
は、例会の定例の時の前14日または後14日の規定を、
同年度以内に変更する。
　クラブの構成を改正し職業分類の制限を廃止する
件では、「専門職務」とは異なる職業を持つ会員もい
ることを反映するため、「職業」という語を追加する。
また、現行の職業分類の制限も廃止する（同一職業
分類に属する会員数が正会員の10パーセント以下と
なる規定など）。
　クラブ会長の任期を改正する件では、クラブ会長
の後任者がしかるべく選挙されなかった場合、現職
の会長の任期を1年に限り延長する。などがありまし
た。
　研修会は6部会に分かれて行われました。
　会長・幹事部会では野口 清パストガバナーより「ロ
ータリーにおける平等対等の理念について」の講演
でした。
　ロータリーの創設、ロータリー思考の変遷（奉仕
概念の導入）、ロータリーにおける平等・対等の理念
について説明がありました。
　最後に、縁あってロータリーの世界に入った。た
だ漫然とバッジをつけ、例会に顔を出しているだけ
ではもったいない。「ロータリーの例会は人生の道場
である」という米山梅吉翁の境地に学び、なにより
も「ロータリー哲学」を実践することは、必ずや、
他人を助け、やがては巡りめぐって自らの人生を明
るく照らし、いずれは自己の職業を隆々と栄えさせ
るのだという信念と、ロータリアンとしての誇りを
持ってロータリー生活を楽しんでいただきたいと思
います。と結ばれました。
　全体会議では、次年度の地区運営方針、次年度地
区予算承認、駒井英基直前ガバナーの講評をうけ、
閉会・点鐘となりました。
　懇親会は、木村公康次年度会長と遠田公夫委員長
に出席いただきました。

囲碁・将棋同好会より
 囲碁・将棋同好会　幹事　平尾　幸一
役員交代式記念 囲碁将棋大会
日時／令和元年6月19日㈬
　　　18：00頃より
　いけす博多屋において、開催しま
すので、多数のご参加をお願いいた
します。

朗遊会より
　坂元　　崇

　5月26日㈰、8ロータリー親睦ゴル
フコンペが佐世保国際カントリーク
ラブ（三川内）で行われました。
　団体戦は残念ながら、3位となり
ました。来年は優勝を目指します。
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クラブ会報委員会

　6月8日㈯、役員交代式記念朗遊会ゴルフコンペが
開催されます。賞品も豪華になっておりますので、
ふるってご参加ください。
　開催場所／石盛岳ゴルフコース
　集合時間／11：00

慶　　　祝
 親睦活動委員会　福田　金吾
◯結婚記念月のお祝い
　�円田　三郎・幸子　�さん�ご夫妻（ 3日）
　田中　信孝・さと子�さん�ご夫妻（ 7日）
　一瀬　伸彦・郁子　�さん�ご夫妻（ 7日）
　大久保利博・美香　�さん�ご夫妻（ 9日）
　陣内　純英・薫　　�さん�ご夫妻（12日）
　北野　慎司・淳子　�さん�ご夫妻（16日）
　木村　公康・智里　�さん�ご夫妻（23日）
　安福　竜介・美映子�さん�ご夫妻（27日）

ニコニコボックス
� 親睦活動委員会　安部　雅隆
古賀　　巖 会長、大久保利博 幹事
廣瀬　章博 副幹事、橋詰　文雄 さん
　㈱ドコモCS九州 長崎支店 法人営業部長 後藤義勝
様の卓話に期待してニコニコします。

増本　一也 さん
　明日から福田ガバナーとご一緒に、ドイツ・ハン
ブルグに行ってきます。私の奥さんも同行させても
らいます。もちろん、ロータリーの国際大会に出席
する為ですが、ガバナーが国際大会に出席する理由
は、2740地区の各クラブの信任状を持っていく為で
す。その目的を忘れずに、ドイツ観光を楽しんでき
ます。

奉仕プロジェクト　委員長　円田　浩司 さん
　本日の週報に、軍艦島訪問の写真を掲載させてい
ただきました。大神委員長の技術のすばらしさに感
動してニコニコします。

古賀　　巖 会長
　先日の8RC親睦ゴルフコンペにおいて、佐世保RC
会長でありながら、佐世保南RC会長賞をいただいて
しまいました。恐縮してニコニコします。 （今週の担当：萩原多恵士）

（カメラ担当：橋詰　文雄）

松尾　慶一 さん
　5月の朗遊会にて優勝しましたので、ニコニコしま
す。

遠田　公夫 さん、松尾　文隆 さん
　朗遊会で入賞しましたので、ニコニコします。

円田　三郎 さん、田中　信孝 さん
一瀬　伸彦 さん、大久保利博 さん
北野　慎司 さん、木村　公康 さん
安福　竜介 さん
　結婚記念月のお祝いありがとうございます。

ニコニコボックス� 本日合計� 　18,000 円
� 累　　計� 993,000 円

◇

2019年5月〜6月
＊例会卓話者予定＊�

 6月 5日　会員　吉澤　俊介�さん
　　12日　佐世保共済病院　整形外科顧問
　　　　　社会福祉法人　大空の会　にじいろ診療所
� 診療所長　萩原　博嗣�様
　　　　　第2弾「IWCと南氷洋捕鯨」

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／（日程変更）6月 4日㈫休会↓
　　　　　　　　 6月18日㈫　17：00〜
会場／西海学園高等学校�図書館（予定）
※例会に参加の方は、田中信孝委員長へ連絡ください。

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／（日程変更）6月11日㈫↓
　　　　　　　　 6月18日㈫　18：30〜
会場／長崎国際大学�食堂

日時／6月25日㈫　18：30〜　役員交代式
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊�西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊�RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

委 員 長　大神　吉史　　 　　委　員　萩原多恵士 ・ 橋詰　文雄 
副委員長　黒江　章雄　　　　 　　　　安部　雅隆 　　

【今週のランチ】
「まぐろ丼」
とっても美味しいまぐろ
丼でした。


