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会長報告（野呂洋子会長）
　１０月２０日画廊巡りを実施しました。泰明小３年生４８名を３人 
一組とし、当クラブ７名、他ＲＣ５名で引率しました。今回は都下の
図画工作の先生７０名も参加いただき、終了後美術鑑賞教育につい
て研究会も行われました。参加いただいた小平ＲＣ加藤幹事からは 

「小学生とご父兄とも楽しく会話出来て地域にロータリークラブが根付
いていることを実感させていただきました」というお礼のメールもいた
だきました。

幹事報告（辻喜代子幹事）
⃝本日は週報を配布いたしました。
⃝ロータリーの友１０月号にＲＩジャーム会

長が、フィリピンでポリオとの最後の闘い
が行われていることを紹介されていますの
で、是非お読み下さい。

バナー交換
　初めてメーキャップいただいた日本の小豆
島ＲＣ（浜口勇様）、フィリピンの Lubang 
Island ＲＣ（ ウイリー・マ サンカイ様 ）、
Manila PremierＲＣ（マーベル・テルマ・
マサンカイ様）とバナー交換をいたしました。

地区奉仕研究委員会報告（榊原節子委員長、東京恵比寿ＲＣ）
　地区では去年から奉仕研究委員会を設立し、奉仕活動の研究紹介
などをしています。地区のＵＲＬに委員会のサイトがあります。皆様の 

「心に残る話」、「奉仕のノウハウ」、「ボランティア
体験」に関する記事の応募をお待ちしています。

米山功労賞授与
　財団から曽根章乃米山記念奨学会委員長に 
第１０回の米山功労賞が授与されました。

ロータリー文献紹介（石井本子会員選考委員長）
　ロータリークラブへのお誘いのパンフレットが事務局に届いていま
す。素晴しい出来映えなので会員勧誘のために有効です。皆様事務
局にお申込下さい。

出席率報告（大盛敬子出席率委員長）
　本日は、出席１６名、メーキャップ７名で出席率は５７％でした。

• 私は 1977 年に NTT（当時日本電信電話公社）に入
社しました。私が卒業した徳島大学工学部の同期に
は青色 LED でノーベル賞を受けた中村修二博士とか
日立製作所の社長になった東原敏昭などがいました。

• 中村博士は朝から晩まで本を積み上げて読んで、教
授を捉まえて徹底的に議論を吹き掛け、まあまあなど
という中途半端のない変った奴で、廻りはもっと学生
生活を楽しめばいいのにと思っているくらいでした。
今考えると凡人の中に天才が生きていたのですね。

• 1995 年 12 月 NTT はマルチメディアの新ビジネスを立上げる会社として、ソ
ニー、セガ、ヤマハ、日本ビクターと合弁でジーアールホームネットという会社
を設立しました。しかし、5 社の人材の寄せ集めで経営方針が確固とせず、
1998 年夏私が社長に就任したときは当初用意した 40 億円の資金（資本金 28
億円含む）のうち 3 億円しか残っておらず 37 億円を累積損失で失う有様でし
た。毎月1 億円以上の赤字を出しており、あと 3 ヵ月で資金ゼロになる危機が
迫っていたのです。

• 私はまず会社をとりあえず生き永らえるために、住友、一勧、さくらの 3 行か
ら1 億 5 千万円づつ借入れし、残った３億と合わせて 7 億 5 千万円の Cash
を用意しました。

• 又、社長になった翌年には NTT 本社の事業再編の流れとして債務超過の当
社は、「清算したらどうか？」と言われてしまい、6 ヵ月で黒字化しないなら「清
算」という条件を付けられてしまいました。

• 私はまず徹底的リストラを行うこととし、合弁先から派遣されている高給の高
齢役員の引上げをお願いし、若い営業や運営の人材と入れ換え、ヘルプデス
クオペレーターを半減し、ネットワークの仕入代金の 30％カットをお願いする
など事業上のコストカットも積極的に行いました。

• 収入を拡大するために、収入源となりうる事業の収支をシミュレーションし、
黒字転換が難しいものは縮小し、見込のある新規事業に資源を振り向けるよ
うにしました。当初はインターネットプロバイダー事業に注力しましたが、単価
が低く黒字化には大幅に足りませんでした。

• 新規事業にNTT主導で参入していくためにNTTに追加増資を求めたところ、
NTTグループ入りの証として 50 億円を加えて NTT の出資比率を 71.6％にし
ていただきました。そして 2000 年に社名を「ぷららネットワークス」へ改めました。

• そのころプロバイダー事業の強化としてマイクロソフトと提携して同社の日本国
内のプロバイダー会員を当社へ数十万人規模で移管するプロジェクトを実現さ
せることに成功しました。これで当社の ISP「ぷらら」の会員数は 100 万人を
超え、順調に右肩上りに売上も増えて行きました。

• しかし、ネット普及率が高まればプロバイダ事業の会員数の増加も頭打ちにな
ることが目に見えていたので、私は生残りを掛けて 2004 年から「映像サービス」
への参入を優先させることとし、NTT の光回線を使って「第 4 のメディア」と
して事業化をすすめました。配信コンテンツとしてまずハリウッド映画に注目し
て交渉を始めたのですが、当時のアメリカはケーブル TVの独壇場で、当社の
すすめる光回線を利用した映像コンテンツの利用によって違法コピーが大量に
流出するのではないかと警戒されてしまったのです。アメリカ側とは違法コピー
を防ぐクローズドなネットワークを構築することで折り合いを付けることができ
ました。ところが日本国内のコンテンツについては著作権処理がアメリカのよう
には整理されていないので数年間交渉を要したのです。又、韓国のコンテンツ
については、ブロードバンドインフラ整備と共に著作権処理も日本より先行して
おり、苦労なく提供を受けられました。それらに加えて自前のコンテンツ制作
にも乗り出して、ミニ番組などの収録が行えるレベルにまでなっていきました。

• 2008 年から NTT では光回線の大幅普及に対応しそれまで並立していたグ
ループ内映像サービス、「OCN シアター」、「オンデマンド TV」と当社の「4th 
MEDIA」の 3 社の事業を統合させる「ひかり TV」をつくることとなり、映
像サービスの全般的なマネジメントと運営の力を評価された当社が「ひかり
TV」の主管会社となりました。この際 NTTグループ内の映像サービスを統
合させることを象徴するため、当社は 3 度目の社名変更を行い「㈱ NTTぷら
ら」となりました。

• 現在当社は 20 期連続の売上増を達成し、この 20 年間で売上は 100 倍の
800 億円になりましたが、年間売上 1000 億円を目標として、次なる事業を模
索しており、「ハートで感じたら走り出せ」の姿勢で日々取り組んでいます。

 （要約文責　宮下）

TVもスマホと同様に進化する

株式会社NTTぷらら 代表取締役　板東　浩二 様

にこにこ合計 21,000 円／今期累計 399,600 円
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吉田しおり会員

東京中央ＲＣの３０周年記念の式典・祝賀会宜しく
お願い致します。
本日はフィリピンのＲＣがご夫妻でゲストで来て下さ
いました。ありがとうございます。
オリンピック開催までに日本に天地異変がおきない
事を祈ってます。
本日は大変お忙しいなか板東社長様においで頂き 
誠に有難うございます。卓話を楽しみにしております。
のろまの亀さんがやっとFace Bookを始めました。
皆さんどうか東京中央新ロータリーのフェイスブック
ページに遊びに来て下さい。
おひさしぶりです。

出席率 59.09％ （出席者19名＋メーキャップ7名／正会員48名－休会4名）

例会報告  第 639 回   2016 年 10 月24日（月）

フィリピンからご夫妻で参加

本日の例会  第 641回   2016 年 11月7日（月）

卓話：「タイトル未定」 
  ２７５０地区ロータリー財団委員長　高橋　茂樹 様



クラブ週報編集担当
宮下文夫・小堀彰・落合守征・左明貴子・星田奈々子・吉田しほり

本日の式次第
⃝野呂会長の点鐘と一言
⃝ロータリーソング「手に手つないで」「世界をつなぐロータリー」
⃝お客様ご紹介
⃝ニコニコ発表

幹事報告（辻喜代子幹事）
　11 月7 日（月）は理事会が開催されますので、理事の皆様はご
出席をよろしくお願い致します。

米山奨学生京都旅行（10月20日－21日 秋晴れ）報告 
（福元智子財団副委員長）

　京都の時代祭に合わせて２０名の奨学
生と共に１泊２日の旅行、初めての座禅体
験や宿坊での雑魚寝など数十年ぶりの
経験にこちらの方が学生よりはしゃいでし
まう。日本人よりもよく歴史文化を勉強し、
理解した上で参加している学生達に教え
られることが多くあり、実り多い機会を戴
き感謝しています。

談話（元会員、前会長 藤田和子様）
　現在はロータリアンとしての活動は、し
ておりませんが、以前こちらのロータリー
クラブの会長を務めさせていただきました
藤田和子です。
　本日は、現会長の野呂洋子さんにお招
きを頂きましてお邪魔いたしました。
　私が会長の時代に、東京育成園とのご
縁ができたものですから、その時の経緯ときっかけを皆さまにお
話しして欲しいとのことからです。
　当時の幹事を務めておられた甘糟会員が児童養護施設への支
援をしたいとのことで、色 と々声をかけておりましたが、ほとんど
の施設から断られました。それは一時的な支援をされても、返っ
て児童たちは傷つくだけで、末永い支援を望んでいるということで
す。はじめは個人的なご縁をもとに始まった東京育成園への活動
ですが、現在、東京育成園にとって東京中央新ロータリークラブ
の皆さまはパートナーのような存在になっています。ロータリーは
年度により、組織が大きく変わることから、奉仕に対する考え方も
変わることはあるとは思いますが、東京育成園の方たちの立場に
も立っていただき、これからも末永い支援をご検討いただければ
と考えています。 （要約　野呂洋子会長）

　皆様の前で卓話できること大変光栄でご
ざいます。本日は日本の印象をテーマに卓話
させていただきます。
　私は中国でドラえもん、一休さんを見て育っ
た世代です。幼い頃、日本は礼儀正しい、
清い、とても美しい国でした。
　しかし、学校に入り、幼い頃受けた日本
の印象は少しずつ変わりました。また、多く
の戦争ドラマを見ているうちに、日本を疑う目で見るようにまでなりま
した。大学に入り、ある歴史の先生に出会い、日本の一般国民が
平和のために大きく貢献したことを知りました。お蔭で、やっと日本
の一般国民と戦争の時の軍人の姿を分けて考えるようになりました。
大学卒業した後、自分の目で日本の国を確かめたい気持ちが高まり、
日本の留学を決意しました。
　来日当初は毎週 60 時間のアルバイトをしなければならなかった
ので、勉強する時間が殆どなかったです。そこで限られた時間を最
大限に利用するように工夫しました。全ての移動時間には必ず日本
のラジオを聞き、授業中には先生が嫌になるほど私は質問をするな
ど、日本語勉強に必死に取り組みました。結果、同級生 60 人の中
で唯一学費免除になり、ロータリー米山奨学生に選ばれました。
　ロータリー米山奨学生になったお蔭で、学業に集中することがで
きたし、初めて感謝・恩返し、奉仕の考えが芽生えてきたと思います。
現在、米山学友になって各地区の米山学友と積極的に交流していま
す。ほぼ全ての米山学友はロータリーに感謝の気持ちを持っている
し、様 な々形で恩返しがしたい熱い思いを持っていました。
　私はロータリーに出会ったお蔭で、感謝・恩返し等の思いを持って、
日本が大好きになりました。また、ロータリーのお蔭で日本の印象を
幼い日本の印象に戻すことができました。今後ロータリーとのご縁を
大切にしながら、自分の国或は他の国にも、日本の良さを伝えるよ
うに一生懸命努力して行きたいです。ご清聴どうもありがとうござい
ます。

日本の印象

米山学友会 　金 英 奎 様

（ご推薦者　地区米山学友委員長　土居通明様）

にこにこ合計 15,000 円／今期累計 414,600 円

野呂洋子会長 

辻喜代子幹事 

時枝紀子会員 

田中結加会員 

岡田敏江会員 

石井本子会員 

曽根章乃会員

本日はゲストで藤田さん　リクルートの森本さんに
お越し頂いています。有難うございます。
ハローウィン熱狂すごいですね！若人はストレス発
散とか・・・。
本日は久しぶりに当クラブ２００７年度の会長 藤
田様をお迎え出来てうれしいです。
私のラジオ番組が始まりましたので ニコニコしま
す。
金さん今日は　お話し楽しみにしております。土
居さんありがとうございます。
米山学友の金さん。ようこそいらっしゃいました。
ニコニコします。
米山学友の金英奎様、今日はようこそお越しくだ
さいました。ニコニコします。

出席率 68.18％ （出席者28名＋メーキャップ2名／正会員48名－休会4名）

例会報告  第 640 回   2016 年 10 月31日（月）

地区米山奨学委員長　土居さん

米山奨学の皆さんと！

福元財団副委員長


