
2021－22年度国際ロータリーのテーマ 奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

会  長　 栂 安 雅 満方針 「絆」人と人との結びつきを大切に
DISTRICT 2500
OBIHIRO ROTARY CLUB

■会長報告 栂安　雅満 会長
　十勝でも感染者が減り始めていますが、ま

だまだ油断は出来ません。

　飛沫感染を防ぐためにマスクは有効です

が、皆さん歯磨きはどの様にされてますか？

口を空けて歯を磨くと大量の飛沫が飛ぶことが分かってい

ます。歯を磨くときは出来るだけ口を閉じて磨きましょう。

特に上の前歯の裏側を磨く際に口を空けたままですと大量

■プログラム　「新会員卓話」 （プログラム委員会）
阿部　勝利 会員

の飛沫が飛ぶことが確認されていますので注意してくださ

い。又、口をゆすぐときは洗面台に顔を近づけて水を吐き出

すと飛沫を抑えられますので実践してみてください。後、舌

は磨いていますか？舌には細菌が繁殖しますので時々は磨

くようにしましょう口臭予防にもなりますよ。口の中を清

潔に保つことで歯周病の予防になります、糖尿病が悪化し

たり誤嚥性肺炎を起こしたりするリスクが格段に減ります

ので是非実行してください。
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阿部 　勝利利 　あべ 　かつとし�
昭和49年年1⽉月23⽇日⽣生まれ 　48歳�
札幌→29歳→帯広�
妻、⻑⾧長男(中2) 　3⼈人家族�
不不動産賃貸経営も（⽊木造アパート  54⼾戸）�
�
平成16年年  帯広の通信機器販売⼯工事会社に⼊入社�
平成20年年  事業の⼀一部を継承し、独⽴立立開業�
令令和3年年9⽉月  帯広RCに⼊入会�

SUGOロードレース選⼿手権�
 　第３戦 　決勝３位�
 　第４戦 　決勝４位�
�
⼗十勝ロードレース選⼿手権�
 　第１戦 　決勝２位 　⾬雨�
 　第２戦 　決勝１位�
 　第３戦 　決勝２位 　⾬雨�
 　第４戦 　決勝１位�
年年間シリーズチャンピオン！�

�� 　ロードレース�２���

2021年年�
CBR250R  ビギナークラス�

会社���

情報通信業（固定インターネットサービスの提供）�
株式会社  e-‐‑‒style（イースタイル）�
帯広市⻄西19条南2丁⽬目27-‐‑‒12 　競⾺馬場通り  元⼩小関内科�
�
妻と2⼈人で創業�
�
設 　⽴立立：平成20年年9⽉月�
従業員：13名�
拠 　点：札幌、⼀一宮�
�

平成30年年度度 　第25代 　会⻑⾧長�
�
・⽇日本商⼯工会議所⻘青年年部�
 　全国会⻑⾧長研修会�
 　「とかち帯広会議」�
�
・帯広商⼯工会議所⻘青年年部�
 　「創⽴立立30周年年記念念式典」
�

帯広商⼯工会議所⻘青年年部（帯広YEG�� 事業 　2����

マンション�
インターネット事業�

(2年年前から��
����事業�

安⼼心・安全・快適な  通信サービス�
（幸せな暮らし、事業業�������

�ン��ンインターネット���

利利⽤用者（⼊入居者）と直接契約するのではなく、�
 　 　 　 　 　 　 　 　 　集合住宅宅の  オーナーとの契約。�
�
集合住宅宅の  全⼾戸分  に対し、⼀一括  して、�
 　 　 　 　 　 　 　インターネット接続サービスを提供。�
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　※近年年はWi-‐‑‒Fi装置付き�
�
利利⽤用者（⼊入居者）は、無料料で使い放題。�
�

マン��ンインターネット���

e-‐style 

インターネット回線料料�
保守サービス料料�

インターネット回線�
保守サービス�
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賃貸契約�

カスタマーサポート�

全国賃貸住宅宅新聞 　2021年年10⽉月16��サービス導⼊入⼾戸数 　令令和4年年3⽉月5����

29,593⼾戸�
�
帯広市：7,538⼾戸�
⾳音更更町：      837⼾戸�
幕別町：      175⼾戸�
芽室町：          93⼾戸�
札幌市：6,809⼾戸�
釧路路市：2,743⼾戸�
�

光コラボレーションとは�
光コラボレーションとは、以下のようにNTTの回線を他の事
業者が間に⼊入って「別のブランド」で提供することを⾔言いま
す。�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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光回線は、NTTのものをそのまま使うので、回線の速度度や安
定性はそのままです。電話番号も引き継ぎが可能です。�

���インターネット通信で��て�る�と�

夜間、休⽇日、�
�

�����
インターネットを�
⾼高速道路路で例例えると、�
�
 　道路路 　 　 　 　 　 　＝インターネット回線（光）�
 　通信速度度 　 　 　 　＝制限速度度（最⼤大〜～M）�
 　⾞車車に載ってる荷物＝データ�
 　料料⾦金金所、IC 　 　 　＝プロバイダ接続�

ココが�
ポイント�

バイパス道�で�����
スマホ・PC�

インターネット�
旧道�
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�ータ�
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料料⾦金金所を通らない�
バイパス道路路� IPv�  PoE�

料料⾦金金所・IC 　(従来プロバイダ接続��

渋滞�

IPv4  PPPoE�

各家庭→少しづつ切切替増�
事業所→ほとんど切切替できてない�

バイパス�

プロバイダ各社でサービスあり�

な����の����が�み�らいのか�

どうしていいのかわからない、�
⾯面倒、考えたくも無い�

�
�
なんか遅いよな〜～と感じたことがあっても��
�
•  通信系はよくわからないので怖くていじれない�
•  ⾒見見なかったことにしとく�
•  たまたまそう感じただけだと思い込ませる�
�

多種多様なサービス各種の組み合わせで�
通信環境が構築されているため�
⼀一般家庭の様に簡単にはいかない�



■ビジター紹介
RI第2500地区　米山記念奨学生　ナダ・アラヤスクン 様

■委員会報告
・ニコニコ献金 （親睦活動委員会）
阿部　勝利 会員
　卓話でお話させて頂きます。よろしくおねがいいたしま

す！

石山　直貴 会員
　初めてのテーブルマスターで100%出席です。良い年にな

る事祈っています。

野村　文吾 会員
　なんと100%出席テーブルになりました。こういうめでた

い時にテーブルマスターです。ありがたい、感謝！

三井　　真 会員
　今年20歳を迎える10人の警察職員へ記念品をお渡しして

きました。

・3月お誕生日祝い
森　　光弘 会員　　奥田　　潔 会員　　星屋　洋樹 会員

山崎　育子 会員

・2月ご結婚記念日祝い
千葉　直樹 会員　　池田　健太 会員

■会務報告 五十嵐聖二 幹事
①第6分区都市連合会（IM）開催のご案内

　日　時　3月26日（土）午後0時30分（登録受付）

　場　所　ホテル日航ノースランド帯広

　《タイムスケジュール》

　11：30～11：45　例会セレモニー

　　　　　　　　 （終了後お弁当を配布致します）

　12：30～13：30　登録受付

　13：30～17：05　開会式・特別講演等・閉会式

懇親会は中止となり、開催記念お弁当お

渡しします。

　※尚、帯広RC、3月23日（水）の繰下げ例会と致します。

　 帯広東RC、3月22日（火）の繰下げ例会と致します。

　 帯広西RC、3月24日（木）の繰下げ例会と致します。

　 帯広北RC、3月25日（金）の繰下げ例会と致します。

　 帯広南RC、3月28日（月）の繰上げ例会と致します。

②帯広南RCの例会は、3月28日まで休会と致します。

　帯広東RCの例会は、3月29日まで休会と致します。

　帯広西RCの例会は、ZOOM例会と致します。（3/10,17）

　帯広北RCの例会は、3月25日まで休会と致します。

　帯広RC、3月30日（水）の例会は、休会と致します。

③帯広西RC、創立記念夜間例会開催のご案内

　日　時　3月31日（木）午後6時30分

　場　所　北海道ホテル

■出席報告 （出席委員会）
3/9例会の報告

会員総数88名　内免除会員3名　出席者数55名

（内ZOOM参加者5名）

出席率64.7%

■次週のプログラム予定
3月16日（水）「帯広ローターアクトクラブ活動報告」

 （青少年育成委員会）

 帯広RAC　会　長　東郷　哲史 様

 副会長　南出なつみ 様

 幹　事　後藤　雅人 様

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 /関山　岳大・副委員長 /佐藤　真康・和田　賢二
　委　員 /石神　美代・奥田　　潔・竹森　直義・野村　一仁・森　　光弘
●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。

各事業所様への  e-‐‑‒style  の取り���

弊社光インターネット�
カムイ光 　をご利利⽤用いただいている事業所様に対し、�

•  各種IT通信サービス（他社契約サービスも含む）の  
まとめ役  となり、各事業所様の業務の効率率率化と⾼高
度度化のお⼿手伝いをする。�

•  適宜、訪問対応・訪問サポートを⾏行行う。�

•  各事業所様にとっての、IT通信分野における�
良良き相談相⼿手  となり、取捨選択のお⼿手伝いをする。�
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Wi-‐‑‒Fi�

����様々な通信サービスが関連�
・契約先はバラバラ�
・他業者のことは不不明�
・相関関係あるよね�
・どこに何を聞けば？�
・⽀支払いに無駄は？�
・⾼高いの？安いの？�
�
事業所内に、�

安⼼心して任せられる  まとめ役�
がいたら、仕事効率率率が上がるかも？�

通信関連�
た���の業者�

カ�イ������  �����サー�ス�
NTT�ジネス�ン� 防犯カメラ  ピン〜～���FAX����

業務⽤用Wi-‐‑‒Fi�

VPN���

(株)�������

�T��
オンラインストレージ�
デジタルサイネージ�
モバイルWi-‐‑‒Fi�

etc��

����の光������ト回線の���な�え��

今まで出来ていることがそのまま継続でき、�
コストが下がる、もしくは現状のままで、�

トラブルなく使えるのであれば、�
利利⽤用する光回線の提供先は、�

正直、どこでもいい。�

最�に�

IT通信における最適環境づくりのまとめ役として、
中⼩小企業・店舗等の事業業務の効率率率化と⾼高度度化を図
るとともに、⼀一般消費者の多様な通信ニーズに応え、
私たちの愛する地域の発展に向けて、�
貢献し続けてまいります。�
�
�
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