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2013－14年度国際ロータリーのテーマ　ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を

■会長報告	 渡辺喜代美	会長
　今月は、世界理解月間です。ロータリーの活動
は、世界に繋がっているプログラムが沢山ありま
す。この世界を理解するうえで、日本から出た3人
のRI会長、東

と う が さ き

ヶ崎潔
きよし

氏と向
む か さ ひ ろ じ

笠廣次氏、そして昨年
までご活躍いただいていた田中作次氏の働きから学んでみ
てはいかがでしょうか。異なる時代の中で、どのようなテー
マを掲げ、世界のロータリアンと共にどのような事業を推
進してきたのか？一人ひとりがその心を学び、今、世界で繰
り広げられるロータリー活動を理解し、ロータリアンとし
てその活動を支えていく心を築く大切な月間です。共に学
びたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
　先日、釧路北RCから第7分区IMのご案内をいただきまし
た。講師に、RI直前会長・田中作次氏をお迎えして、「元気な
ロータリアンを目指して」と題してお話しいただくとの事
です。「奉仕を通じて平和を」のテーマを掲げ、一年間歩み続
けた田中氏のお話は、大変楽しみでございます。後ほど皆様
にご案内させていただきたいと思います。また、本日は第6
分区ガバナー補佐の関口さまと夷石IM実行委員長がお見え
になっています。地区のお話し、第6分区IM開催についてお
話しいただきます。皆さま大変お忙しいとは思いますが、ス
ケジュール調整の上、多数ご出席いただきますようお願い
します。

■プログラム「スマートライフの実現に向けて」
プログラム委員会　廣田　　誠	会員

　NTTドコモ帯広支店の廣田です。
　今日は、『スマートライフの実現に向けて』につ
いてご説明しますが、これは携帯電話を通じて快

適な暮らしをサポートすることで社会に貢献していく事を
目指すものであり、その取組について説明します。
　まず、携帯電話と言ってもいくつかの種類があります。私
たちが日ごろ手にしている一般的な携帯電話にも、3G、
LTEと言った聞いた事のある方式以外に昔流行ったPHSや
PHSが進化したAXGP、Wi − Fiの屋外版であるWIMAX
のBWAといったものがあります。また、一般的な携帯電話で
ある3G、LTEにもフォトパネルや自動販売機等に搭載する
通信モジュールというものがあります。携帯電話の普及状
況ですが、PHSは横ばい、自動販売機等の機械に搭載する
通信モジュールやパソコン通信等が主であるBWAはパソコ
ンを持ち歩くビジネスマンを中心に増加傾向にあります
が、普通の携帯電話は人口に近づいており、お年寄りや子供
の人口を考えると既に頭打ち傾向となっております。契約
者数比率ですが、十勝における主要3社の比較では、MNP以
降他社の攻勢にやられてはいるもののドコモが52%、auが
34%、ソフトバンクが14%となっており、リーディングカン
パニーとして果たすべき責任は依然大きい状況となってお
ります。携帯電話1台あたりの料金ですが、もしもしはいは
いの音声からメールが主流になってきている事から、毎年

No.3062

第3380回例
会

平成26年２月５日

0 90
（名）

出席者数 65名

メークアップ 9名

欠席者16名
（出免6名）

出席
報告

1月22日例会　会員総数90名（内免除会員6名）

減少しており4年前の2009年に比べ約20%も減少しており
ます。また、ガラケーとスマホのARPUを比べるとスマホを
ご利用頂いているお客様の方がガラケーのお客様に比べ約
1.6倍お支払頂いている状況となっております。携帯電話会
社の主要事業の収入ですが、契約数×ARPU、つまり1台当
たりの収入ですので、先ほどのグラフから普通の携帯電話
契約数は頭打ち、ARPUは減少、となれば、主要事業の収入
も当然減少していきます。
　そういった環境のなか、いかにして収入を維持していく
か、また、どうやって増やしていくかが課題であります。収
入を維持、増やすための携帯電話会社の共通した戦略は、普
通の携帯電話の他にタブレットやデータカードをご利用頂
き、1人1台から2台、3台といった複数台持って頂く事や人
以外の機械に搭載する通信モジュールも増やす事で契約数
を増やしていく事と、ガラケーからスマートフォンへの取
替えや有料アプリやネット販売をご利用頂きARPUを増や
していくことであります。
　そういった戦略から、ドコモの中長期戦略は、『総合サー
ビス企業としてスマートライフの実現を目指し、そしてそ
のパートナーになる』というものです。スマートライフって
何？という事ですが、ドコモの総合力を活かして、買い物、
エンターテイメント、お出かけ、健康、学び、コミュニケーシ
ョンといった暮らしに直結する、さまざまなシチュエーシ
ョンにおける要求をスマートに満足させ、より快適なライ
フを実現、つまり、スマートライフを実現するためにそのパ
ートナーになるというものです。それでは、そのスマートラ
イフへのお手伝いの一部をご紹介いたします。例えば、何処
に居てもお買いものやエンターテイメントを楽しむために
dマーケットを提供しております。おしゃれな服、ドマラで
芸能人が着ていた服を携帯で購入。旅行を購入。日用品の重
たい水や洗剤、かさばるトイレットペーパー等を購入。お子
様に情操教育や、ぐずついたお子様のあやしにdキッズを利
用。暇な時やJRやバス、飛行機等の移動時間に映画やドラマ
を見る。普通のテレビでは物足りない方に今までのTVには
なかった機能やプログラムが満載のNOTTVを携帯で見る。
自分にあった生活リズムを携帯で管理し日々の健康維持に
利用する。料理を習いたけど行く時間が無い方や、教室が遠
い方でも携帯で習う事が出来る。コンビニで携帯電話をか
ざすだけでジュースやスイーツが買え、小銭要らず。お出か
け先で外国人に道を尋ねられても、はなして翻訳というア
プリでスマートの対応、周りからオー！！という歓声が上
がる事間違い無しです。
　もう少し先の話をしたいと思います。このようにスマホ、
tab等で多くのお客様にスマートライフを楽しんで頂くと当
然ながら多くのデータ量が流れる事からそのトラヒック量
は2年後には現在の12倍となる可能性があります。それを解
決 す る た め、ド コ モ で は 現 状 の 下 り 通 信 速 度100M〜
150Mbpsを225Mbps以上となるLTE-Advancedを導入させ
るとともに、エリアを細分化させ多くのトラヒック量を処



理できるようなネットワーク作りを進めており、そういっ
た最新の技術をトラヒックの多い都市部を中心に展開して
行く事になります。更には2020年にはトラヒック量が1000
倍になると予想し、それにも耐えられるよう第5世代の通信
方式の開発にも着手しており、10年先を見据えて開発を進
めています。また、そういった高度なネットワークも24時
間、365日、途絶えることなく提供出来なくては意味がない
ので、混雑している地区のトラヒックを余裕のある地区が
さばくといった技術の開発も進めています。
　端末についても、使用する頻度が多くなると問題になる
のが電池の持ち時間で、電池の持ちを2日間から3日間以上、
更に長時間充電しなくても使用出来るような開発もメーカ
ーと協力して進めています。将来、主流となるサービスがウ
ェアラブルサービスで利用シーンに合わせて携帯電話をハ
ブとするデバイスを持ち歩き利用するもので、例えば、イン
テリジェントグラス、この眼鏡を利用すれば、眼鏡が相手の
顔を認識し、その人の名前、何処でどう関わったか等の情報
を眼鏡に表示させる事が出来、スムーズな会話が可能とな
る等映画に出る未来が現実となっていきます。国民の半分
となる約6000万人がドコモをご利用頂いており、そのデー
タつまりビッグデータを活用することにより、1人1人のお
客様に最適な情報を提供していくことも開発中です。また、
人の動きや動線、時間毎の滞在情報等のデータを行政等に
提供することで、より良い社会、都市作りに貢献する事もや
っております。最後に今日は、携帯電話会社の現状とドコモ
における今後の戦略、戦略に基づく、現在ご提供している各
種サービス、更にもっと先を見据えた取り組みについてお
話いたしました。これまでも、これからも携帯電話通信会社
のリーディングカンパニーとして皆様の快適な暮らしをし
っかりとサポートして参りますのでよろしくお願いいたし
ます。

■ゲスト紹介　
RI第2500地区第6分区ガバナー補佐　関口　好文	様

IM実行委員長　夷石　行夫	様

セクレタリー　矢戸　雅英	様

■会務報告	 小田　　剛	幹事
①帯広5RC・芽室RC・音更RC、7RC合同例会開催のご案内
　日　時　2月12日（水）午前11時45分〜午後1時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　講　師　小田島裕一氏　大和教育研究所　所長
　演題：国境を越えた人間作りから見える国際理解
　　　　〜世界が賞賛する「日本人という生き方」〜
　〜スケジュール〜
　・11：45〜　会　　食　　　・12：40〜13：20　講　　演
　・12：15〜　例会開始　　　・13：30　　　　  例会終了
※帯広西RCは、2月13日（木）の繰上げ例会と致します。
　帯広北RCは、2月14日（金）の繰上げ例会と致します。

例会日 /水曜日	12:30 〜 13:30　　例会会場 /ホテル日航ノースランド帯広　TEL0155-24-1234
●創立 / 昭和 10 年 3 月 15 日　●認証番号 /3820　●戦後再開 / 昭和 25 年 12 月 19 日
●事務局 / 帯広市西 3 条南 9 丁目 経済センタービル 4F　TEL0155-25-7347  FAX0155-28-6033
●発行 / クラブ広報
●委員長 / 大和田三朗・副委員長 / 中島　一晃
　委　員 / 下山　正志・野村　一仁・伊藤　誠吾・髙橋　猛文・河村　知明
●ホームページアドレス /http://www.obihiro-rc.jp

↑携帯サイトが
できました。
バーコードリー
ダーで読み込む
事ができます。

　帯広南RCは、2月17日（月）の繰上げ例会と致します。
　帯広東RCは、2月18日（火）の繰上げ例会と致します。
②・帯広南RC、2月10日（月）の例会は、休会と致します。
　・帯広東RC、2月11日（火）の例会は、祝日のため休会と致
します。
③帯広西RC、夜間（創立記念）例会開催のご案内
　日　時　2月20日（木）午後6時30分
　場　　所　北海道ホテル
④帯広北RC、夜間（創立記念）例会開催のご案内
　日　時　2月21日（金）午後6時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
⑤帯広RAC、例会開催のご案内
　日　時　2月9日（日）10：00〜14：30
　場　所　然別湖畔温泉ホテル　風水
　内　容　3ブロック合同例会（四　役）

■委員会報告　
・出席表彰
2月5日 会員総数90名　免除会員5名　出席数62名　免除会員0名
1月22日 例会メーキャップを含む出席者数及び出席率　74名85.1%
・ニコニコ献金
渡辺喜代美 会員
　先週、第5回クラブ協議会を開催させていただきました！
　理事、役員、委員長の皆さまの協力に感謝申し上げます。
ありがとうございました。
合田　倫佳 会員
　一昨日の子年の会である「ねずみ五代会」にて突然、司会
の大江先生から締めのあいさつのご指示を受け無事やりと
げました。
・出席表彰記念
合田　　修会員　25年　三浦　啓徹会員　1年

■誕生記念日祝
加藤　維利 会員　　合田　倫佳 会員　　安岡美樹夫 会員
神山恵美子 会員　　大野　清徳 会員

■配偶者様誕生記念日祝
橘　　精三 会員　　合田　倫佳 会員　　麻生　幸雄 会員
若月　　誠 会員
■結婚記念日祝
若月　　誠 会員　　池田　健太 会員　　廣田　　誠 会員
河村　知明 会員

■2月のプログラム予定
2月12日（水）「7RC合同例会」 （世界社会奉仕委員会）
2月19日（水）「帯広RC体験会
 〜あなたも一日ロータリアンになりませんか？〜」
 （会員増強委員会）
2月26日（水）「米山記念奨学生卓話」 （米山記念奨学委員会）
 RI第2500地区米山記念奨学生　斉　佳鶴玲 様


