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　　　　田辺　朱希美　会員
　卓　話
　　　　　矢野　浩臣　会員
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「それでこそロータリー」
　　　　　 　田中　哲三　会員

　　　　　   馬場　和代　会員
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　　　　　　　　　　　会　長　小山　一子

皆様今晩は
夕方から寒くなりました。

1）2月28日（土）・3月1日（日）年に一度の
地区大会、皆様ご多用の中多数のご出席あり
がとうございました。今年も数々の感動を味
わわせて頂きました。これからの人生や今期
の糧と致したく存じおります。ハプニングも
ありましたが、恒例の懇親会のホームクラブ
の団結ぶりは今年も遺憾なく発揮され、楽し
い一時となりました。皆様本当にありがとう
ございました。心より感謝申し上げます。

2）先週の芝池会員の全面広告新聞ありがとう
ございました。参加を楽しみに致しておりま
す。

3）今期のサブテーマの「E(笑顔)・H(拍手)・A
（握手）・A（挨拶）」。「挨拶」について。
私は毎日新聞「日曜くらぶ」を楽しみにして
いるのですが、2月22日筆者の海原純子さんが
「おはようと言わない職場」と題し「近頃は
挨拶をしない人が増えている…」、と述べて
おられます。こちらが挨拶しても目も合わさ
ず返事もしない、周りが暗い。外国暮らしの
時は皆々とても明るく気さくに声を掛け合っ
ていたのにと。周りの人スタッフに、朝起き
た時に自分の方から「お早う！」と挨拶して
いるかと尋ねると、していない人がほとんど

であると。朝のあいさつというのは環境と習
慣によるものかもしれない。…略
それに比べて、我がロータリークラブは素晴
らしい！　会長・幹事・ＳＡＡは例会一時間
前の6時前には事務所へ。6時半過ぎに降りて
受付に着くと「今晩は！」と元気で爽やかな
挨拶が待っています。
皆様は朝ご家族にご自分の方から「お早
う！」と仰っている方挙手願います。さすが
ですね。
笑顔で相手の目を見て明るい声で「ありがと
うございます」「お疲れ様です」「お先に失
礼致します」「勝手いたしました」「ご馳走
様でした」等々。無料で人間関係を良くする
貴重な挨拶、惜しみなく使わせて頂きましょ
う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　
本日もよろしくお願い致します。　

■卓話
　　　　　　　　　山本　章太郎　会員
テーマ
　　「役に立ちそうな話」
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　TVなどではスマートフォンのCMが氾濫し
ていますが、ご自分の使用目的を考えて賢く
利用しましょう。覚えておきたい言葉です。
＊携帯電話事業者＊    
NTTドコモ、KDDI(au)、ソフトバンクモバイ
ル ＊ＳＩＭ（シム）＊   
 シムカード（Subscriber Identity 
Module Card）とは、携帯電話で使われている
電話番号を特定するための固有のID番号が記
録されたICカード。
＊ＳＩＭ（シム）フリー端末＊   
以前、国内で携帯電話会社が販売するスマー
トフォンやタブレット、モバイルルーターで
は一部の機種を除いてSIMロックの制限がかか
っており、契約時に渡されるSIMカードはその 
端末か、同じ会社の一部の端末でしか使うこ
とができませんでした。SIMフリー端末とは特
定の会社に縛られることなく、どの会社のSIM
カードでも自由に使えるスマートフォンやタ
ブレット、モバイルルーターのこと。  
＊ＷｉＦｉ*
WiFiとは、無線でネットワークに接続する技
術のこと。似たような言葉に「無線LAN」が
ありますが、同じ意味。無線でネットワーク
に接続するWiFiを利用すれば、家の中のケー
ブルを減らしてスッキリさせたり、屋外でも
高速ネットワークに接続したりと、ますます
便利になる。
＊ＭＮＰ（携帯電話番号ポータビリティ）＊
携帯電話会社を変更した場合に、電話番号は
そのままで、変更後の携帯電話会社のサービ
スをご利用できる制度。（のりかえ）  
＊ＭＶＮＯ＊
仮想移動体サービス事業者(Mobile　Virtual
Network Operator）を指します。 携帯電話回
線などの無線通信基盤を他の通信事業者から
借り受け、独自のサービスをくわえて提供す
る企業のこと。イオン電話・楽天電話など
＊テザリング（tethering）*
スマートフォンを介して、パソコンやタブレ
ット、ゲーム機などをインターネットに接続
すること。

現時点でスマホ月額料金を最も安くする方法
①ガラケーのりかえ割（通話し放題）
　　　　　　　　　　月額　　1,480円
②ＭＶＮＯのデータＳＩＭ（使い放題）
　　　　　　　　　　月額　　1,000円程度～
③ＳＩＭフリー端末（買い切り）
　　　　　　　　　　10,000円～
（回線はNTTdocomoですので全く安心）
①+②+③　初期費用10,000円　月額2,500円～
ガラケーで通話、スマホでﾈｯﾄを使い分ける。

○木本　玲子君
　先日は歌舞伎のお申し込みを沢山頂きまし
て、有り難うございました。松竹株式会社に
顔が立ちそうだということで、嬉しいです。

○小山　一子君
　皆様、地区大会お疲れ様でした。感動の
日々を忘れずこれからの人生と今期の肥やし
といたしたく存じます。色々ハプニングがあ
り本当に嬉しく楽しい２日間でした。ご出席
の皆様ありがとうございました。にこにこ！

○栗田　義博君
　３月になりましたが、まだまだ寒そうです
ね。余ったお金ができたので
ニコニコします。

○阪上　栄樹君
　今年も早くも３月になってしまいました。
今日は誕生日を祝っていただき、ありがとう
ございました。

○芝池　巌君
　先日の地区大会に遅刻しました。すみませ
ん。

 　      本日合計　　　　　　￥24,000円
　　　本日までの累計　　　　￥647,000円

◆本日のソング
「君が代」「われらの生業」

栗田　義博　会員

◆出席報告

◆幹事報告

①3月24日（火）三田ＲＣの例会に桑原征平さ
んが出演（卓話）来られます。参加される方
は連絡して下さい。（三田ホテル）
②ライラセミナー（第36回）記念誌が送られ
てきました。事務室に置いておきます。
③熊本RC行（金）宿泊の件

④4月1日移動例会　3000円　伊和志津神社
⑤理事役員会　ここでしますので次期役員の
方、お残り下さい。

◆3月が誕生日の蓮尾会員、馬場会員、阪上会
員そして長老の坂上会員です。
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ガラケーで通話、スマホでﾈｯﾄを使い分ける。

ホームページ
http://www.tknakarc.com

事務所 FAX番号　0797ー83ー 1110
事務所 Eーメール　tknaka＠tknakarc.com

○木本　玲子君
　先日は歌舞伎のお申し込みを沢山頂きまし
て、有り難うございました。松竹株式会社に
顔が立ちそうだということで、嬉しいです。

○小山　一子君
　皆様、地区大会お疲れ様でした。感動の
日々を忘れずこれからの人生と今期の肥やし
といたしたく存じます。色々ハプニングがあ
り本当に嬉しく楽しい２日間でした。ご出席
の皆様ありがとうございました。にこにこ！

○栗田　義博君
　３月になりましたが、まだまだ寒そうです
ね。余ったお金ができたので
ニコニコします。

○阪上　栄樹君
　今年も早くも３月になってしまいました。
今日は誕生日を祝っていただき、ありがとう
ございました。

○芝池　巌君
　先日の地区大会に遅刻しました。すみませ
ん。

 　      本日合計　　　　　　￥24,000円
　　　本日までの累計　　　　￥647,000円

◆本日のソング
「君が代」「われらの生業」

栗田　義博　会員

◆出席報告

◆幹事報告

①3月24日（火）三田ＲＣの例会に桑原征平さ
んが出演（卓話）来られます。参加される方
は連絡して下さい。（三田ホテル）
②ライラセミナー（第36回）記念誌が送られ
てきました。事務室に置いておきます。
③熊本RC行（金）宿泊の件

④4月1日移動例会　3000円　伊和志津神社
⑤理事役員会　ここでしますので次期役員の
方、お残り下さい。

◆3月が誕生日の蓮尾会員、馬場会員、阪上会
員そして長老の坂上会員です。

　

　

3

ひとくち

　Googleの調べでは、日本人の一日あたり
のスマートフォン利用時間はフランスの2
倍にものぼるそうです。15歳～25歳の若年
層では、すでにテレビの視聴時間をスマー
トフォンの利用時間が大きく上回っていま
す。スマートフォンは、すでにテレビやパ
ソコンといった既存のデバイスの延長では
なく、生活をそこに委ねる依存性の高い端
末となっているのでしょうね。


