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本日の卓話者ご紹介
㈱ NTT 東日本−神奈川 平塚支店
支店長 近 藤
学 会員

入会記念卓話
自己紹介と NTT のご紹介
㈱ NTT 東日本−神奈川
平塚支店 支店長

近

藤

学

NTT 平塚支店の近藤です。前半が自己紹介、後半が
NTT の施策等の中で、
「神奈川」
「地域」のキーワード
を基に、いくつか簡単にご紹介をさせていただきます。
●自己紹介
【出身等】
＜出身＞ 出身は横浜です。祖父母・父母・弟と一緒
に暮らしていました。その後、一時は、神奈川県内で
２回ほど引越しをしましたが、実家の近くの横浜に戻
りました。
＜好きだったこと＞ 小さいときは、算数と理科が好
きで、良く３分間ドリルをやっていました。
また、夏休みの自由研究が好きで、実験をしたりする
のが特に好きでした。
祖父（電子）や、父（設計）母（化学）と理系だった
ので〜ちなみに弟は物理専攻〜、幾分の影響があった
かもしれません。
【野球】
＜趣味＞ 趣味は野球です。
＜野球との出会い＞ 小学４年が野球と最初の出会い
です。友達に誘われ、
いきなり試合にでました。ファー

グランドホテル神奈中
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ストを守ったものの、
やり方がわからず……打つ方は、
打撃妨害で出塁しても牽制でアウトになったり……
と、散々な一日であったのを今でも覚えています。し
かしながら、面白いスポーツだと感じました。
＜野球をやめた理由＞ リトルリーグに加入していま
した。相模原や町田等の都下は、選抜加入の仕組みが
ありまして入会できました。鮮明な記憶に残っている
試合は、当時、世界大会で優勝した調布リトルリーグ
との試合です。ピッチャーは、後に甲子園・プロ野球
で活躍した選手が在籍していて、攻守ともバランスの
良い、憧れのチームでもありました。結果は、７対１
で大敗。レベルの違いにびっくりし、この経験が野球
をやめたきっかけとなりました。「プロ野球選手」に
なりたい！という夢は断念した次第です。その後、部
活動は、バレーボール部に入りました。
＜再び野球＞ 野球を楽しみたいという想いは、ずっ
と持ち続けていました。今から５〜６年ほど前、リト
ルリーグ時代の友人に誘われて、昔のリーグＯＢ等で
結成されているチームに入れてもらいました。
＜野球の素晴らしさ＞ 自分なりに野球が素晴らしい
と考える点は、
大きく２つあります。一つ目は、
スポー
ツ全般に共通する所があるかと思いますが、団体競技
の良さ・楽しさを年齢相応に満喫できること。二つ目
は、個人競技の要素も多分にある所（レギュラー９名
それぞれが、順番に打席に立つことができて、それぞ
れ活躍の場？が明確にある）が非常に好きな所です。
＜今ならではの野球の楽しさ＞ 再び野球ができる喜
びの中でも、実感していることは、一定の周期で「仲
間」と会えて、試合の上ではありますが、苦楽をとも
にする時間を共有できることです。
＜野球での思い出＞ 印象に残っている思い出−小学
６年の夏の大会で、ホームランを打って逆転勝ちでき
た試合です。
【仕 事】
＜入社＞ 入社後、２〜３年の周期で多くのセクショ
ンを経験しました - 新人研修後、人事、グループ会社、
開発、旧郵政省対応、県等域支店、営業企画、財務、
監査等
＜転勤＞ 印象に残っている場所・セクション−本社
以外では、千葉・群馬・福島・茨城のエリアを経験。
一番印象に残っているのは、グループ内の広告代理店

＜出席報告＞
本 日 5月 9日 会員数 64名 対象者 58名 出席者 49(43)名 出席率 80.33％
前々回 4月18日 会員数 63名 対象者 57名 出席者 47(42)名 出席率 75.81％ MUP 4名 計 51名 修正率 82.26％

に出向していた時です。転職したかのような錯覚をす
るぐらい、企業文化等の違いを感じ、戸惑いもありま
したが、楽しく過ごせた３年弱の期間でした。
＜現在＞ いま切実に感じていること−①社員高齢化
による業務運営の難しさ ②外部チャネルとの良き連
携の大切さ。
●「神奈川」「地域」をキーワードとした NTT の施策等
【通信環境等】
神奈川（横浜）は電話発祥の地。電話事業創業時は神
奈川での電話加入者は 42 名
情報通信マーケット - 大容量化・光の時代
通信ネットワークの進化 - 通信速度は 15 年で約 1,500
倍の高速化
【安心・安全】
災害復旧
【地域へのアプローチ】
高齢化への施策例
光 HOUSE YOKOHAMA
環境保護・美化（養蜂活動、ビル屋上緑化、クリーン
活動等）
販売支援（地場野菜の販売、
風評被害への側面支援等）
募金活動
地域トピック（箱根駅伝無線中継所設置・提供等）
地域イベント等（各種）
【光ステーション】
＜過去と現在＞ Wiﬁ 等無線等 NW 技術の進化によ
り、従来は、アクセスポイント設置等の中継点、多大
な設備投資等が必要〜現在は端末主導で多くの事がで
きるようになってきています。

＜委員会報告＞
＜委員会報告＞
委員長 柳川正人会員
「巣箱づくり教室」についての報告
４月 28 日（日）〜 29 日（月）に開催された、「緑化
まつり」に、前年に続き本年度も「巣箱づくり教室」の
ブースを設置し、29 日（日）に参加してきました。
巣箱づくりの体験作業という企画は、例年通り市民の
方々、特に親子の方々に好評を得ていて、当日も晴天に
恵まれたこともあり、多くの来場者と関係者が巣箱づく
りに参加していただきました。
例年行事の事もあるのか、ＲＣメンバーの巣箱づくり
のレクチャーは、木工作業に慣れない親子達には大変好
評で、多くの方々に喜んでいただきました。
参加費が 500 円の有料であるにも関らず、巣箱 70
個が完売できました事は、平塚ＲＣのメンバーの方々の
ご協力の賜であります事に深く感謝しております。
来年以降もまた、「緑化まつり」に「巣箱づくり教室」
として参加し、子供達に素晴らしい体験をさせていただ
きたいと心から思いました。
当日、ＧＷにも関らず、御協力をいただきました、平
新世代委員会

塚ロータリークラブメンバーの皆様に深く感謝申し上げ
ます。ありがとうございました。
<＜会長報告＞
会長報告＞
秋山佳彦会員のご母堂が４月 30 日永眠されました。
ご葬儀等は故人のご希望により、家族のみで済まされ
ました。香典・供花も御遠慮なさるとのことです。ご
冥福を心よりお祈り申し上げます。

＜幹事報告＞
＜幹事報告＞
◎ガバナー月信№ 10 号に３月に入会された日坂泰之会
員の所属クラブが、間違えて「藤沢西ＲＣ」となって
おりました。ガバナー事務所に伝え今回お配りした№
11 号・８ページにお詫びと訂正文が掲載されました。
新会員紹介
・新会員紹介
明治安田生命保険相互会社
平塚支社 支社長
田島

裕巳（たじま

ひろみ）

生年月日：昭和 42 年 12 月生まれ（45 歳）
出
身：兵庫県神戸市
家
族：妻、長女（現在単身赴任中）
学
歴：同志社大学 経済学部 卒
職
歴：平成 3 年 入社
平成 7 年より、西宮営業所（阪神支社）→
舞子坂（神戸）→海南（和歌山）→横浜旭（横
浜）→鶴見（川崎）の営業所長を務める。
平成 19 年 岐阜支社 業務推進部長
平成 21 年 阪神支社長
趣
味：幼少時代から関西居住の為、阪神タイガー
スファン
ロータリー歴：今回初めてです。

＜メ ー ク ア ッ プ＞ ４名
＜メークアップ＞
青山紀美代、柏手 茂、飯塚和夫、白石慎太郎
＜ゲ
ス
＜ゲスト＞

ト＞

０名

＜ビ ジ タ
＜ビジター＞

ー＞

１名
後藤定毅様（大和中ＲＣ）

＜本日のスマイル＞
＜本日のスマイル＞

28 名

＜卓話・行事予定＞
＜卓話・行事予定＞
５月３０日（木） ロータリーの友
編集長 二神典子様
６月 ６日（木） 下期情報集会報告
１３日（木） 入会記念卓話 江藤博一会員
２０日（木） 小飯塚会長卓話
２７日（木） 新会員歓迎夜間例会
（グランドホテル神奈中）
18：00 〜 20：00
＜市 内 例 会 変 更＞
平塚南

巣箱づくり教室

クラブ会報委員会

◎関口幸恵

○北岡

明

会員

金谷浩史

６/ 7 ➡６/ 6 ㈭
６/21 ㈮ 納会
６/28 ㈮ 休会
國岡久資

移動家族例会

青山紀美代

杉山幹生

