
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
会 長 挨 拶 

会長 長井義夫 

皆さんも 5G という言葉を聞かれた

ことがあると思いますが、今日は 5G

について少しお話をしたいと思いま

す。5G は次世代通信規格のことで、

現行の規格 4G と比べて実行速度が

100 倍という超高速通信です。大量の

データを瞬時に送ることができて通

信の遅れはほとんど発生しないそう

です。4G までの携帯電話では、スマ

ートフォンなど一般消費者向けの端

末サービスがメインでしたが、それが

５Ｇでは一変し、自動車運転や遠隔医

療、建機の遠隔操作のインフラなど、

企業のデジタル化を支える社会イン

フラになる可能性を持っています。そ

のためか、サービスの開始前にもかか

わらず、テレビ局、自動車メーカー、

医療機関、携帯電話事業者と共同で

5G を活用した事業に取り組んでおり

ます。 

 5G は地方でこそニーズがあるサー

ビスとして有力視されています。少子

高齢化で人手不足が進む地方で、建設

機械の遠隔操作や、遠隔医療など、期

待されております。また、過疎化が進

む地方では、バスなど公共交通機関 

 

の維持が難しくなっていますが、バス

のルートに従って、5G の基地局を整

備すれば、5G を使った自動運転バス

を実現させることができます。 

5G のスタートはもう目の前に追っ

ています。米国や韓国では大手事業者

が 2019 年度中に商用化をスタートす

るほか、日本でも 2019 年後半には、

プレサービスが開始される見込みで

す。 

5G はあらゆる産業を変革する可能

性を持っていますので、今後は国の競

争力を左右する力を秘めているだけ

に、米国と中国など国や地域を越えた

競争になりそうです。 

私の感想ですが、楽しみであり、不

安でもあるのが正直な気持ちです。皆

さんはどのようにお感じでしょうか。 

本日は 5G の話をさせていただきま

した。 

会計に関する 
クラブフォーラム 

会計 安田高志 
今年度 7 月から 5 月までの収支説

明後（別紙添付資料）、次年度クラ

ブ活動・諸費用削減の提案ができる

よう、各テーブルごとに意見交換を

行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブフォーラムの様子 

 

友情と奉仕の灯を 
スマイルボックス委員会 

森 益男君 

 久しぶりに上京し、大学の剣道部の

友人と旧交を温めました。48 年ぶりの

顔もいくつかありましたが、愉しい時

間を過ごしました。 

田辺雅範君 

今年度、親睦委員会は皆様にご協力

いただき、残す事業は最終夜間例会の

みとなりました。こちらにも多数の方

のご参加をお待ちしています。 

各務克郎君 

ある意味、プロボノとしてやってい

る日本 NPO 学会での監事としての監

査報告、6 月 2 日に無事完了しました。 

 

前 例 会 の 記 録  次 回 予 定 
  

 

 

令和元年 6 月11 日(火) 

第1323回例会 第1239号

2018-19  RI テーマ 

インスピレーションになろう 楽しもう ロータリー 広げよう 友情の輪 

会 長 長 井 義 夫 

幹 事 市 橋 英 二 

発 行 公共イメージ委員会 

例 会 火曜日12 時30 分 

会 場 都ホテル 岐阜長良川 

事務局 岐阜市神田町2-2 

電 話 058-264-9235 

[出席]会員総数28名（出席免除4名）

本日出席18名 75.00％ 

[行事] 「会計に関する 

クラブフォーラム」 

担当 会計

 

第１３２２回  

令和元年６月４日(火) 

[点鐘] １２時３０分 

[ソング] 君が代・奉仕の理想 

[ゲスト]  

[ビジター]  

第１３２４回 

令和元年６月１８日(火) 

[点鐘] １２時３０分 

[行事] クラブフォーラム（6） 

 第 29 期岐阜中RC 総括報告 

担当 会長

必達！！第１例会出席率 100％   必達！！年間例会出席率 90％ 



第 29 期 会 計 報 告 （令和元年5月現況）
フォーラムのテーマ・題目

1、 地区大会・I M 参加費の件
　地区大会・I M 参加費は、会費とは別に徴収。？

２、 対外奉仕活動費の件（前年度　スマイル預金から本会計繰入０円）
　スマイル預金から支出。?（国際奉仕16万・社会奉仕10万・青少年奉仕12万　計38万）

３、 特別・持出し例会費の件              
　例会費＠2,880×22＝63,360-満額支出。？（ 例＠２,000×22＝44,000-）

その他
1、 30周年記念事業準備金 ・前年度なし＋今年度26万積立（会員28名 ー休会会員2名＝26名）

　前年度クラブ活動報告書に本会計繰入26万 と記載。
２、 第29期本会計に補填された総額は、133万。（スマイル預金55万・特別会費前期後期52万・地区大会参加費26万 ）
３、 予算・収入の部で、新入会員5名として￥875,000-収入で予算立てされている。（会費＋入会金)

例会費支払合計　第29期平成30年7月～令和元年6月 予算 支出 差引

1 例会費・7月～6月
通常例会食事費　＠2,880×22名×26回　特別例会を含む 1,647,360
通常例会食事費　＠2,880×25名×27回 1,944,000 -296,640
特別例会　前期8回・後期7回　（実施 @63,360×6回） 380,160 -380,160

小計 1,647,360 2,324,160 -676,800

2 前期支払合計・平成30年7月～12月 収入 支出 差引
会員会費等　　7月1日～11月30日 4,515,870 4,239,156 276,714

12月支出 1,276,365 -999,651
スマイル 55万＋46万　　12月5日、12日 1,010,000
預託金　　　　　　　　  12月5日 270,000

小計 5,795,870 5,515,521 280,349

3 後期支払合計・平成31年1月～令和元年6月 収入 支出 差引

会員会費等 5,102,605
1月～5月初旬 3,918,435
5月～6月支出予定 1,118,920

小計 5,102,605 5,037,355 65,250

スマイルボックス支払合計 収入 支出 差引
繰入　8月21日 1,859,406 -67,993

平成30年7月～令和元年5月 482,007
本会計繰入　12月5日 550,000

小計 2,341,413 550,000 1,791,413

預託金支払合計 収入 支出 差引
繰入 531,775

新入会員2名 20,000
本会計繰入　12月5日 270,000

預託金入金　4月24日 270,000
小計 821,775 270,000 551,775
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