
谷山　仁基 会員
NTTドコモ帯広支店の谷山です。7月に帯広支店に着任し
てから4ヶ月余りがたちました。私は、昭和37年11月に札幌
の隣の江別市で生まれました。若く見られがちですが今月
で49歳になります。家族は、妻と大学生、高校生の2人の女

の子がいます。血液はＢ型、星座はさそり座です。子供の頃、実家がお店
をやっており、ひいばあちゃん、おじいちゃん、おばあちゃん、両親、2
人の弟、それにおばがいて総勢9人という大家族の中で育ちました。子ど
ものころは消防士になりたいと思っていました。というのも、おじいちゃ
んが消防団、父はやじうまということでその血を引き継ぎ、消防車のサイ
レンが聞こえると血がさわぎ、家を飛び出し自転車でどこまでも消防車を
追っかけたもので、火の中に飛び込む消防士の姿に憧れをもっていました。
地元の高校を卒業した昭和56年に当時の電電公社に入社しました。最初
の配属は、室蘭統制無線中継所というところでした。仕事の内容は、無線
通信の仕事で、皆さんもよく目にする赤白鉄塔に載っているパラボナアン
テナの先につながっている無線設備の建設・保守と、パラボナアンテナか
ら発射されるマイクロウェーブという電波の監視業務です。また、当時は
電話の音声だけではなく、東京のキー局などで製作したＴＶ番組を北海道
まで中継、監視する業務も実施しており、ＴＶ好きの私にはたまらなくお
いしい仕事でした。その後札幌に転勤になり、主に電話やTVの市外中継
業務を担うネットワークセンターで企画総括系の業務に従事しました。
NTT時代に2回、東京で勤務しています。2回目に行った時にNTTの再
編があり、県内通信を担うNTT東西地域会社と県間通信を担うNTTコミ
ュニケーションズの3社に分割され、私はNTTコミュニケーションズに転
籍となり、東京大手町にあった畑違いの営業担当に配属になりました。
その後NTTドコモ北海道への転籍の話があり、平成12年5月に無事北海道
へ帰還することができました。
ドコモでは、最初、法人営業部に2年いました。その後、経営企画部に4年、
そして14年ぶりに前職であるネットワーク部という技術系の職場で仕事をす
ることになりました。ネットワーク部では、限られた設備投資額の中で、ど
ういう考え方に基づきどこをどういう順番でエリア化していくかというエリ
ア構築方針の策定や設備投資額の取りまとめ、人事育成業務を経験しました。
ドコモに来て一番の思い出は、2008年の北海道洞爺湖サミットでエリ
ア構築に携わったことです。短期間でたくさんの基地局を作りました。
外務省や警察、自衛隊、大使館からの要望への対応など、てんてこ舞い
でしが充実した毎日でした。
ここで少し携帯電話のお話をさせて頂きます。1979年の日本で初の自
動車電話サービスの開始から約30年がたち、今や一人に一台以上という
状況になっています。携帯電話が出始めた時は、音声通話しか出来ませ
んでしたが、1999年、インターネット接続サービス「ｉモード」が開始
され、携帯電話でメールすることが当たり前になりました。2001年の第3
世代FOMA導入、その後の進化で音楽や動画やインターネットによる情
報収集が簡単に楽しめるようになりました。さらにスマートフォンの出
現で、以前は家のパソコンでしかできなかったことが、手のひらの上で
いつでもどこでもできるようになりました。
また、この12月からは、帯広でも次世代通信サービス「クロッシィ」

が帯広駅周辺から開始されます。クロッシィの通信速度は、屋外で最大
37.5Ｍbps、屋内では最大75Ｍbpsという超高速で、現在お使いいただい
ているFOMAのさらに約5倍、実にｉモードが開始された時の約8000倍ま
で進化し、さらに大容量高画質の動画やゲーム、コンテンツが手軽に楽
しめるようになります。これからも、十勝帯広の皆様へ携帯電話を通じ、
より便利で豊かかつ安心、安全な生活につながるサービスを提供してい
きたいと思いますので今後ともご指導をよろしくお願いいたします。

五十嵐聖二 会員
私は昭和39年4月11日生を受けました。高校を卒

業してから現在に至る迄、営業に携わっていますが、
実はその原点が高校時代にありました。
将来、航空整備士になりたくて帯広工業高校に進

学しました。1年目は普通の生活を送っていましたが、2年目に新聞配達を

するようになりました。朝刊を配り終わる7時に、ますやパンが営業を始め
ていました。現在の会長さんとお亡くなりになった社長さんが店頭に立っ
ていました。パンを買おうと店に入ると、昨日余った調理パン、サンドウ
ィッチ、シュークリームなどが半額で売っていました。数個買って学校で
食べていると友人がいいなと近づいてきました。これ半額なんだというと
自分も買ってきてほしいという事になり、次の日からパンを全部買占めて、
パンをぱんぱんにスポーツバッグに詰めて運ぶようになりました。友人か
ら、ただで運んでもらうのは申し訳ないと言われ、5円から10円の利益をも
らって販売するようになりました。友人が学級日誌に、五十嵐君はみんな
の為に毎日パンを買ってきてくれると書いたことがありました。それに対
して担任は、それは良かった今度は俺にも分けてくれとコメントしました。
夏休みが始まる時にもらった通知箋に、「お宅のお子さんは学校でパン

を販売していますがどうか止めさせて下さい」と書かれていました。容認
してもらっていた筈なのにと職員室に談判に行きました。すると、もし食
中毒になったら学校が責任をとらなければならないので止めてほしいとい
う事でした。早即、教室に戻りその旨を説明したところ、みんなの返答は
こうでした。食中毒になっても絶対に五十嵐のせいにしないから持ってき
てくれというのです。次の日からパンの闇販売が始まりました。
そうした高校生活を送り、卒業を迎える頃には方向転換して営業職を希

望するようになり、三菱ふそうに就職して、農家対象のファームダンプの
販売に携わりました。農家がおやつに農協からパンを買うのを見て、これ、
ますやパンを持って行ったら喜ぶだろうなと思いました。それからパンの
注文をとって定期的に届ける農家さんを増やしました。その中で営業の話
を一切しなかったお客様からも3年もパンだけ運んでもらって申し訳ないの
でと言って3人の方が車を入れ替えてくれました。パンの販売を通して、相
手に喜んでもらった先に商売が成り立つんだという事を実感しました。
その後いろいろやりたい事がでてきて、三菱ふそうも3年間で退職し自

営を始めました。貸衣装業、男女の出会いのイベント企画、婚礼のプロ
デュースや様々な業務に携わりました。その中でマジックにも興味を持
ち、マジックショーも依頼を受けてやるようになりました。さまざまな
変遷を経て現在不動産業に携わっていますが、今迄やってきた事がすべ
て集約され生かされています。
現在、本業にマジックは欠かせないものになっています。マジックを

通して親しくなった女性から、合コンを企画してくれないかと頼まれ、
管理しているマンションの入居者から彼女がいない方をピックアップし
て3対3の合コンを開きました。すると6人のうち紹介も含め4人の方がそ
の後部屋を借りてくれました。また、様々なところでマジックショーを
した後、私の本業を聞いた方が「部屋を探しているんだが」とか「家を
売却したいんだけど相談にのってくれるかい」と結構言われます。
考えますと、見返りを求めないで相手に喜んでもらった事が様々な形

で帰ってくるんだということを最近感じています。高校時代のパン販売、
またはマジックを通して、営業というものを自分なりに体得しました。
ロータリーも社会奉仕の理念がありますので、今後もボランティアでど

んどんいろいろなところへ訪問していきたいと思います。諸先輩の皆様か
ら今後宴会等でマジックの依頼があれば是非、有料で承りたいと思います。
皆様方には職業奉仕という観点からご理解頂き宜しくお願いします。
＜なぜか、五十嵐さんの服の中から空のペットボトルが…あっ！空のはずが、中に百円玉が！！！＞　
今後とも不可能を可能にする人生を送っていきたいと思っています。

ありがとうございました。
加藤　敏紀 会員

先月12日に入会させて頂きました加藤です。私は昭和36
年、酪農の町、中標津町の生まれです。私が高校生の頃は、
よく人口より牛の数の方が多いと言われました。地元の高
校を卒業した後、昭和59年に、現在勤務しております北海

道綜合警備保障㈱に入社しました。入社後はほとんどの社員が現場を経
験することとなっており、私も警備業務の第一線に配置されました。現
場勤務を経てその後営業を担当することになりましたが、あまり会社の
知名度のなかったその当時から考えますと、現在は色々な方にALSOKと
いうことで知っていただいており、大変感謝しているところです。
営業を担当した後は、営業部門と出先の責任者を主に務めて参りまし

た。出先の責任者を命ぜられ転勤生活をするようになり、道内各地と東
京の親会社への出向も含めて8度の転勤を経験しました。どこも住めば都
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ありがとう、ロータリアン！①国のために働く人間になれ
ロータリーの友11月号より　(横組みP38)

米山記念奨学金は、外国人留学生を支援する、日本独自の国際奉仕です。
この事業の最大の特長が、世話クラブ・カウンセラー制度。奨学生は 世
話クラブを通じてロータリーの活動や理念を知り、学校以外の日本人と
の交流を深めます。出会いの形はさまざま。今月からは、学友・奨学生
から寄せられた体験談をもとに、ロータリアンとの“絆”を紹介する新
シリーズ、「ありがとう、ロータリアン！」が始まりました。第1回はス
リランカ出身のプリヤンカさん。2004年にあったスマトラ島沖地震での
苦労話も語っています。

でしたが、北海道といってもその地域により色々な特色があり、勉強さ
せていただくことが多々ありました。昨年帯広市に赴任しましたが、道
内の他の都市と比較して気候風土、人柄などから暮らしやすい、働きや
すいということを実感しているところです。出先の社員は基本的には地
元採用をしていることもあり、それぞれの出先で社員の気質なども違う
のですが、帯広支社は他の支社と比較して明るく元気な社員が多く、責
任者としましては大変働きやすさを感じているところです。
警備業について少しお話をさせていただきます。警備業は世界的には

19世紀中頃アメリカ合衆国の西部開拓において、探偵社が輸送中の金の
警備を行なったのが発祥と言われています。その後、第二次世界大戦に
よりアメリカ国防省が発注する兵器の開発を行なう民間企業の施設の警
備を行なうため、国防省が指導を行いノウハウが警備会社にフィードバ
ックされ大きく発展してきたとのことです。
しかし、日本においては歴史の浅い産業です。我が国は治安水準が高く、
水と安全はタダだという意識が強かったことから、欧米に比べて産業とし
て成立するのが遅く、昭和37年に第一号の警備会社が誕生します。その後
東京オリンピック、大阪万博、札幌オリンピックという国家的なイベント
を契機として広く認識されるようになりました。当初はマンパワーによる
警備が中心でしたが、人と機械を併せた警備となりました。警備の対象も
お金、人、施設が中心でしたが、今では情報のセキュリティが重要視され
るようになってきました。ただ、どんなに機械が発達しましてもそれを操
作するのは人であり、この度の大震災においても現地の警備は最終的には
人の力で対応しました。警備業は人の産業であるといえると思います。
次に、この場をお借りして、私どもの会社が行なっている奉仕活動の

ご案内をさせていただきます。CSR(企業の社会的責任)の一環と致しまし
て、「奉仕の精神を持って、社会公共へ貢献」をテーマに行なっている活
動です。警備業というのは公共性が高い業務です。そのノウハウで地域
貢献させていただいています。
一つは平成17年から行なっている小学生を対象とした「あんしん教室」

です。これは児童に対する犯罪の増加に伴い子供たちの防犯意識を高め
るために行なっている活動で、十勝管内の小学校から毎年ご要望いただ
いてお伺いしています。二つ目が昨年より行なっている一般の方に簡単
な護身術等の防犯知識をお教えする「防犯教室」です。これはどなたで
も覚えられる内容となっています。現在まで学校(教職員)、金融機関、小
売店等で実施させていただいています。会社や団体等でご要望があれば
お伺いしますので、お気軽に声をかけていただければと思います。
最後になりますが、歴史と伝統ある帯広ロータリークラブに入会させ

ていただき、新しい経験をさせていただくことで大変勉強になっていま
す。今後ともご指導賜りますようお願い申し上げます。
■会長報告 加藤　維利 会長

いよいよインフルエンザの時期になり、最低気温もマイ
ナスの予報を見るようになって来ました。昨年は11月には
すでにインフルエンザの患者さんがいたのですが、今年は
まだのようです。風邪には充分注意をしてください。
本日は3名の新入会員卓話です。今年度、新入会員卓話

を3名ずつでお願いしており大変申し訳なく思っています。前年度末と今
年度10月までに10名の方が入会しました。今年度、会員数は85名からス
タートし、現在90名です。来年6月の年度末までに100名を目指したいと
思っていますので、ぜひ新会員の勧誘をお願いします。
7月は理事会担当、8月、9月は奉仕の第1部門のクラブ奉仕担当の例会

が続きましたが、9月の第4例会からは奉仕の第5部門である新世代奉仕委
員会の担当例会があり、10月からはいよいよ奉仕の第2部門の職業奉仕委
員会の担当例会、第3部門の社会奉仕委員会の担当例会があり、米山記念
奨学会や先週はロータリー財団の例会と続きました。
ここで5大奉仕の定義について考えます。ロータリーの5大奉仕部門は、

綱領ならびロータリーやクラブの活動における哲学的な部分と実践的な
部分の規準です。定款の第4条には綱領が、第5条には5大奉仕部門の内容
が書かれています。定款の第4条、第5条の内容は各テーブルにコピーを
置いてありますので、読んでいただくとして、その5大奉仕部門の1～5項
の解説がRI第2650地区発行の分りやすいロータリーに掲載されていまし
たので、参考に話をします。
この定義は2007年規定審議会において四大奉仕として採択された項目

で、手続き要覧の標準ロータリークラブ定款にも第5条として掲載されま
した。それ以前の手続き要覧の標準ロータリークラブ定款にはなかった
項目です。今回の2010年の規定審議会にて、さらに新世代奉仕が追加と
なり五大奉仕となっています。

第1項ではクラブ奉仕の目的を、クラブの機能を充実させるためにクラ
ブ内で会員がとるべき行動であると規定しています。
第2項では「綱領」の中で述べられている職業奉仕の目的を再度掲載す

ると同時に、ロータリーの奉仕理念に基づいて事業を営むことが「会員
の役割」として明記されています。
第3項では現行の「綱領」には直接記載されていない社会奉仕の定義が

明記されています。その対象をクラブの所在地域または行政区域内に限
定しています。
第4項では「ロータリーの綱領(目的)」とはかなり異なった定義となっ

ています。
「他国の人々を助けることを目的としたクラブのあらゆる活動」は

WCS(世界社会奉仕)を念頭に置いた表現だと考えられ、WCSを国際奉仕
の活動の一部として正式に認めたものと考えられます。さらに国際理解、
親善、平和を推進するためのすべての活動をこれに加えることによって
国際奉仕の活動の場を広げた解釈となっています。
第5項では指導力養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロ

ジェクトへの参加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換プロジェク
トを通じて、青少年ならびに若い成人によって、好ましい変化がもたら
されるとしています。
親睦と相互扶助から始まったロータリーは、その歴史の初期の段階で

社会奉仕の理念を確立します。これは例会内の活動から例会外の奉仕活
動の実践です。その後、職業奉仕の理念が確定し、対社会的活動が徐々
に活発になり、さらに新たに国際的な活動が加わることで例会外の活動
を合理的に再編成しようという動きが出てきました。
1927年RIのオステンド大会でロータリーの組織管理の合理化が行われ

ました。その過程の中で四大奉仕に基づいた委員会構成に変更されまし
た。これは、目標設定委員会を作りその委員会の下にクラブ奉仕、職業
奉仕、社会奉仕、国際奉仕の委員会を置き、理事をそれぞれの委員長に
充てるというもので、現在の委員会構成の原形となりました。このこと
によりロータリーの奉仕活動の実践の実体とクラブ管理運営の実体がマ
ッチして、奉仕活動の実践がやりやすいようになったということです。
各委員会のメンバーの方はこの定義をよく理解して具体的な委員会活

動を考え、実践することにより、ロータリー運動の質を高めてもらいた
いと思います。同時に、できれば頻繁に委員会を開いて親睦を深め、コ
ミュニケーションを密にしていただけたらとお願いたします。
■会務報告 和田　賢二 幹事
a帯広RC、ロータリー情報寺小屋開催のご案内
日時 11月16日d午後6時30分　場所 十勝ガーデンズホテル　会費 3,000円

s帯広RC、11月23日dの例会は休会と致します。
d帯広RC、年次総会開催のご案内
日時 12月7日d午後0時30分(例会) 場所 ホテル日航ノースランド帯広

f帯広南RC、夜間例会(クラブフォーラム)開催のご案内
日時 11月14日b午後6時30分　場所 北海道ホテル

g・帯広南RC、11月21日bの例会は休会と致します。
・帯広東RC、11月22日cの例会は休会と致します。

h帯広西RC、夜間例会開催のご案内
日時 11月24日e午後6時30分　場所 北海道ホテル

j帯広北RC、移動例会開催のご案内
日時 11月25日f午後0時　場所 道新総合印刷帯広工場(音更町東通20丁目)
■委員会報告
・米山記念奨学委員会
米山奨学会から7回目の功労者感謝状　後藤裕弘 会員

・出席報告
11/9例会の報告　会員総数90名　内免除会員7名　出席者数63名
10/26例会の報告　メークアップを含む出席者数65名　出席率74.7％
・ニコニコ献金
奥原　　宏 会員
息子がサラリーマン生活を終え、帯広に帰って私の会社に入社し、

11/5に結婚式をあげることができました。
谷山　仁基 会員、五十嵐聖二 会員、加藤　敏紀 会員
本日、新会員卓話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

■お誕生日祝い　道　吉見 会員、竹川博之 会員
■結婚祝い　神山恵美子 会員
■配偶者様お誕生祝い　片所幸一 会員、小倉　豊 会員、小白智志 会員
■次週プログラム
11月16日(水)「東日本を襲うマグニチュード9.0」(プログラム委員会)


