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　毎年、様々な学校等やお客様から、理科の実験
や図工、細かい部品の分別で使いたいので、フィ
ルムケースありませんか？と言うお問い合わせを
いただきます。さすがにここ数年は減ってきまし
たが、やはり本年度も問い合わせがありました。
皆さん、最近フィルムケース見ましたか？絶滅危
惧種と言う言葉がありますが、正にフィルムケー
スはその危機にあります。日本のフィルムの出荷
のピークは2000年でした。国内で年間約５億本、
これは日本の人口が１億2500万人としても、一
人当たり約５本近い本数を年間に使用していた事
になります。そしてそれから10年、2011年の国
内出荷量は5000万本でした。何と10年で需要が
90％減になってしまいました。国民一人当たり
年間で２本も使わない数字です。そして2012年、
今でも生産はされていますが、この年を持って
フィルムの出荷量は公表されなくなりました。そ
して、その真逆で伸びてきたのが、ご存知デジタ
ルカメラでした。フィルムの衰退と同時に驚異的
な販売の伸びを見せます。ただ、そのデジカメさ
え、スマートフォンが市場展開され始めた頃から
急激に出荷台数が減っていきます。このパター
ンって、レコードから CD に CD からメディアプ
レーヤーにそしてスマートフォンにと、何かとて
も似てるような気がしてなりません。
　ただ、最近思うのがデジタルカメラの逆襲です。
仕事柄、常に意識していますが、確かにスマホ

の映像は綺麗です（あえて言いますが、スマホの
画像は写真ではなくデータです。紙にプリントさ
れて初めて写真になります。良い写真が撮れたと
言って見せるのは、間違いです。良いデータもし
くは映像と言いましょう（笑）自虐型ネタです！）
東京オリンピックが開催されれば、今までは撮る
ことが不可能に近かった決定的瞬間が、世界に向
けて提供されると思っています。
　それほど、カメラの進歩は進んでいます。さて
私が、仕事で使えるデジカメと初めて出会ったの
が1995年に発表されたアメリカのリーフと言う
会社の「CathLight」というカメラでした。
　値段は約500万、画素数は370画素（ちなみに
最近のスマホは普通に2000万画素、当時の写ルン
ですは300万画素）買える訳がありません。展示会
等にも足さえ運びませんでした。しかし、後に知っ
たのですが、このカメラは発売される５年前には
先行モデルが開発され、1991年には世界に向けて
仕事をしています。湾岸戦争でスカッドミサイルの
先頭に装着され、５秒に一回、何万キロも離れた司
令部に映像を送っていました。皆さんも目標に向
かってミサイルが飛んで行く映像を目にしたのでは
と思います。インターネットそしてGPSなんて言
葉もない時代に確実に元になる技術があったので
す。技術の革新は進みます。これからは進歩し続
ける技術が、平和に寄与する事を祈りつつ、フィ
ルムケース、あったら譲ってください！！



　先ず NTT東日本が

創った言葉「ICTる ?」

ICT は、インフォメー

ション＆コミュニケー

ション	テクノロジー

の略です。私たちは、

「ICTる ?」を合言葉に、

世の中の色々なことを

変えていきたいと思っ

ています。私は、この ICT、まんなかに「C」

という文字があることがすごく大事だと思って

います。昔は IT と言っていました。でも今は、

「インフォメーション」と「テクノロジー」の

間に「コミュニケーション」が入ります。人と人、

街と街をつなぐ、過去と未来をつなぐ、そこに

欠かせないのは、「コミュニケーション」であり、

技術だけでは語れないものだと考えています。

　さて、この一年、コロナ禍で、私たちの世界

は劇的に変わりました。

　働き方については、テレワーク環境の整備、

押印手続き見直し等の業務効率化が進みました。

そして、各自治体では、例えばコロナの給付金

申請手続きや問合せ、書類の山に職員の皆さん

は本当に大変です。ここは今後、「デジタルト

ランスフォーメーション」を進めていく分野で

す。さらに、教育では、GIGA スクールという、

一人一台の端末を配布し、学びの質を圧倒的に

良いものにして、子どもたちの健やかな日常を

取り戻す取り組みが始まっています。また、県

内の病院、医療に携わる皆さんに向けても、リ

モート、ディスタンスをキーワードに、ご相談

にのる機会がとても増えてきました。

　コロナ禍は、マイナス面ばかりが取り上げら

れておりますが、例えばテレワークは、コロナ

禍によって、否応なく社会に浸透したといって

良いと思います。コロナ禍で各種施策を中止と

するのは簡単ですが、私は、コロナ禍であって

も、どうしたら実現出来るかを考え、一定のリ

スクを負ってでも、種々の課題に取り組みたい

と考えています。

　ここからは、「ICT がもたらす未来」につい

てです。

　① NTT持株会社の受付をしてくれている、

遠隔操作型分身ロボット「オリヒメＤ」です。

このオリヒメは、大阪の病院に長く入院されて

いる女性の方が遠隔操作しています。外に出ら

れない自分の代わりに、オリヒメが外の世界の

人とつながってカメラで見ながら会話をする。

この分身ロボットで、例えば障がいがあっても、

カフェでお客様から注文を受け、お茶を運ぶこ

とも出来る。働いてお給料をもらうことが出来

る、そういう本当の意味でのダイバーシティを

私たちは実現していきたいのです。

　② NTT東日本の新宿本社ビルに創った「ス

マートストア」、ICT による非接触型の無人店

舗です。社員にも好評で、特に地元商店街から

毎日仕入れるパンが人気です。無人店舗と言う

と、広大なデジタル空間を想像されるかもしれ

ませんが、私たちが目指しているのはもっと小

規模で、お店番の方が１人で運営できるような

世界観です。

　③ IoTで農業をサポートする千葉県いすみ市

つるかめ農園の事例です。無農薬でいいお米を作

るためには、水田の水の量を見回る必要があり、

その稼働たるや本当に大変だったそうです。田ん

ぼの中に水位センサーを付けることで、離れて

いても水の増減がすぐに通知され、安心してお

米作りができるようになりました。センサーの

技術はかなり向上し、農業だけでなく、鳥獣害

対策、漁業、こどもやお年寄りの見守りなど、

様々な実証をしています。

　そして大切なことは、ここまでお話した事例

はどれも、NTTグループだけの力ではなく、高

い技術と志を持つ多くのパートナーの皆さんと

ともに、地域の課題解決にチャレンジしている

ものです。その素晴らしさ、尊さを、私は日々

実感しています。

　最後に、ICTがもたらす未来をイメージした

総務省の動画を流して終わりにしたいと思いま

す。本日は、ご清聴ありがとうございました。

【卓　話】 ICT がもたらす未来 長野　公秀	会員（情報通信）



５月第１例会 司会　武藤委員例 会 報 告

◇米山奨学生挨拶
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　はじめまして。趙文琪と申

します。現在筑波大学の３年

生です。この度は水戸ロータ

リークラブの例会に参加させ

ていただきとても光栄です。

私は中国の杭州から参りまし

た。あまり馴染のない方も多いと思いますが、

歴史を辿ると日本との繋がりも深い場所です。

これから１年間お世話になりますが、よろしく

お願いいたします。

◇ 新会員紹介

◦津田　祥一（損害保険業）S44.2.27生

　東京海上日動火災保険㈱	茨城支店　支店長

　こんにちは。東京海上日動

　茨城支店の津田です。ロー

タリークラブでの活動は初め

てですので、何も解らない状

況ですが、早くロータリーク

ラブに慣れて楽しく活動をし

ていきたいと思っています。ご指導のほどよろ

しくお願いいたします。

（推薦者　寺門会員・内藤会員）

◇ 会長の時間

内藤会長

　津田さんご入会おめでとうございます。これ

からよろしくお願いいたします。さて皆さん、

ゴールデンウィークはいかがお過ごしだったで

しょうか。外出もままならず、何とも言えない

５月の始まりとなりました。昨日知事より感染

拡大市町村の追加・延長等の措置が出ました。

水戸市は19日㈬まで再延長となり、来週の例

会まで食事なしの短縮バージョンで開催させて

いただきます。ご理解ご協力の程よろしくお願

い申し上げます。さて５月は青少年奉仕月間で

す。水戸ロータリークラブはこれまで、当奉仕

に関しても輝かしい実績を残してまいりました。

今年度はコロナ禍で活動が大幅に制限されまし

たが、各委員長のご尽力により様々な活動が展

開されました。創立70周年記念事業として常

磐大学様と独自の奨学金制度も発足いたしまし

た。また社会奉仕委員会として、県立水戸高等

特別支援学校への支援も始まっております。子

供たち・若者の存在は未来そのものです。青少

年奉仕は私達ロータリアンにとって、未来を支

えていくとても意義ある活動のひとつです。ど

うかこれからも、皆様のご協力を切にお願い申

し上げます。

◇ 出席報告

後藤委員長

会 員 数 出 席 数 欠席数 本日の出席率

117名 80名 37名 75.47%

前週訂正出席率　82.08%

◇メークアップ

4/28	 水戸西ＲＣ　牧　　厚志、亀山　昌美

5/9	 地区研修・協議会

　　　　井上　壽博、齊藤　佳昭、安　　圭一

　　　　土子　仁志、篠﨑　和則、長野　久嗣

　　　　荒川　繫美、岡﨑恵一郎、白田　礼治

　　　　川名　信博、清水　洋一、豊﨑　一彦

　　　　横須賀　靖、高尾　哲也、鯉沼　弘之

　　　　西　　　修

5/11	 ワールド大阪ＲＥＣ　秋葉　良孝

◇ にこにこＢＯＸ

	 齊藤（佳）委員長

内藤会員……津田さん、ご入会おめでとうござ

います。

長野（公）会員……本日、卓話をさせて頂きます。

よろしくお願い致します。

香嶋会員……津田さんご入会おめでとうござい

ます。今月も宜しくお願い致します。

石井会員……お陰様でコロナの中でも無事開院

記念日を迎えました。

櫻場会員……内藤会長、もう少しガンバッテ下

さい。

二川会員……常陽産研 NEWS ５月号のトップ

インタビューで取り上げて頂きました。写真



写りだけは良い二川です。

谷川会員……津田さんご入会おめでとうござい

ます。

富田会員……常磐大学生に向けて奨学金を設置

頂き有難うございます。

海野会員……コロナ収束を願って。

山西会員……今月もよろしくお願い致します。

砂押会員……ありがとう。

岡﨑会員・任田会員・畠山会員……誕生祝あり

がとうございます。

篠﨑会員……バースデープレゼントありがとう

ございます。

北島会員・鯉沼会員……誕生日プレゼントあり

がとうございます。

高尾会員・亀山会員……誕生日のお祝いありが

とうございます。

石川（也）会員……誕生月です。お祝いありがと

うございます。

吉原会員……妻の誕生祝ありがとうございます。

石川（二）会員……妻の誕生日の記念品ありがと

うございます。コロナの収束を願っています。

本日の合計 22件 110,000円

◇ 財団ＢＯＸ

石島　弘之会員……財団の友献金

（第９回）＄100		10,900円	（累計		＄7,900）

小泉不二夫会員……財団の友献金

（第４回）＄100		10,900円	（累計		＄2,400）

根本洋一朗会員……財団の友献金

（第３回）＄100		10,900円	（累計		＄2,300）

香嶋　　貴会員……財団の友献金

（第１回）＄100		10,900円	（累計		＄2,100）

畠山　佳樹会員……財団の友献金

（第２回）＄100		10,900円	（累計　	＄200）

鈴木　直行会員……財団の友献金

（第１回）＄100		10,900円	（累計　	＄100）

この計 ６件 65,400円

◇ 米山ＢＯＸ

荻原　　武会員……米山功労者献金

（第９回）　10,000円	 （累計				390,000円）

根本洋一朗会員……米山功労者献金

（第７回）　10,000円	 （累計				270,000円）

香嶋　　貴会員……米山功労者献金

（第６回）　10,000円	 （累計				260,000円）

中村　三喜会員……準米山功労者献金

（第10回）　10,000円	 （累計				100,000円）

山西　　裕会員……準米山功労者献金

（第４回）　10,000円	 （累計　			40,000円）

海野　勝人会員……準米山功労者献金

（第２回）　10,000円	 （累計			　20,000円）

鈴木　直行会員……準米山功労者献金

（第１回）　10,000円	 （累計			　10,000円）

この計 ７件 70,000円

◇ 幹事報告

香嶋幹事

１．津田　祥一	会員の所属委員会は、インター

アクト委員会となります。

授業参観に行った親の気持ち　とかけて

　カウンターでいただく天ぷら　ととき

ます。

その心はどちらも　アゲタテ（上げた手・

揚げたて）がうれしいでしょう。

●今週の謎かけ●

例　会　予　告

５月２５日（火）
卓話「水戸市の教育行政について」

水戸市教育長　志田　晴美	氏

６月１日（火）
卓話「親睦活動月間に因んで」

横須賀良一	親睦活動委員長

６月８日（火）
卓話「今年度を振り返って」

岡﨑恵一郎	会員組織委員長
川名　信博	クラブ管理運営委員長

週報担当　白田　礼治	委員長

……　例会欠席の方は、４日前までに事務局までご連絡下さい。……


