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新入会員卓話 SPEECH
自己紹介と NTT 東日本の取り組み
NTT 東日本福島支店
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本日は初めての卓話ということで
大変緊張しております。あらためて
自己紹介をさせていただきます。名
前は「たけや かねひろ」と申しま
す。竹谷という名字は地元にも少な
く、また名前も金が付いている珍し
い名前で、ネットで検索しても日本
で同じ名前は存在しません。
私は昭和45年に宮城県古川市（現在は大崎市）で生ま
れました。祖母、両親、３人兄弟の長男として６人家族
で育ちました。古川第一小、古川中、古川高と全て自宅
から徒歩10分圏内の地元に通いました。東北学院大学経
済学部経済学科を卒業し、平成４年にNTTに入社しま
した。最初の勤務地は秋田県の大館でした。その後、秋
田～仙台～東京（本社）～仙台と勤務しました。平成25
年４月に、いわきエリア支店に課長として着任し、今年
７月、前任の馬場の後を受け、支店長に就任しました。
この機会に家族の紹介もさせてもらいます。実家には、
先日、スマイルボックスで紹介させていただきました
100歳になった祖母がいます。ひざが悪く車いすのため
介護施設に入居していますが、足以外は健康で頭もしっ
かりしており、家族は大還暦を目指してほしいと思って
います。
続いて72歳になる父です。父は電電公社～ NTTと弊
社のOBです。ゴルフが大好きで私は父から教わりまし
た。40代のころ宮城県の柴田営業所長をしていた時に柴
田ロータリークラブに入会して、クラブの懇親コンペで
ホールインワンを出したこともありました。父が当時の
ロータリークラブの活動やクラブの方々とのお付き合い
を楽しそうに話していたのを覚えています。６年前に若
年性認知症を発症してしまい、今は私のことも認識でき
ない状況です。父が元気であれば、私がロータリークラ
ブに入会したことを喜んで、きっとアドバイスもしてく
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れたでしょう。
父と二人暮らしの母は、介護で大変な時期もあったの
ですが、現在は無理をしないで楽しみながら介護を実践
しています。父は母だけは認識しており、母の言うこと
は何でも聞き、わがままだった時より、だいぶ良くなっ
たと言っています。
次に、妻と娘２人を紹介いたします。先日の観月例会
に参加させていただきました。妻は現在、動物病院でア
ルバイトしております。20代のころ、JICAの青年海外
協力隊でパナマに２年派遣されていました。音楽隊員と
してパナマの国立音楽学校で子供たちにバイオリンを教
えていたそうです。
子供は、平一小４年の長女と２年の次女です。長女は
転勤で仙台からいわきへ移動する車中で３時間泣きっぱ
なしでした。転校を経験したことがない私は、娘に辛い
経験をさせたなと心を傷めたのを覚えています。ところ
が、学校や友達にすぐに馴染み、今ではいわきに来て良
かったと言っています。合唱部に所属しており、ピアノ
も習う音楽大好き少女です。一方、次女は姉と違って、
とても活発で、体操や水泳が得意な運動大好き少女です。
食欲も旺盛で、すでに姉の体重を３キロ超えています。
来月の年忘れ家族会にも家族そろって参加させていただ
きます。
自己紹介がだいぶ長くなりましたが、ここからは弊社
の取り組みを紹介いたします。昭和から平成初期まで、
情報通信市場は加入電話を中心としたサービスでした。
加入電話の契約数は昭和14年に100万件だったものが平
成９年には約6,300万件になりました。平成10年に、ウ
インドウズ98の発売をきっかけにパソコンの世帯普及率
が高まり、インターネットの利用が急速に高まりました。
弊社の通信サービスも市場背景とともに、ダイヤルアッ
プ～ ADSL ～光へと高速化・低廉化してまいりました。
弊社は昭和60年に電電公社からNTTへ民営化になり、
今年で30年になります。光ブロードバンドを通信インフ
ラから、地域社会が抱えるさまざまな問題を解決し、情
報通信技術による豊かな社会を実現するための社会イン
フラに進化させてまいります。
東日本大震災後の福島における弊社の取り組みを紹介
いたします。地域の課題解決に向けた防犯カメラシステ
ムによる安全・安心の取り組みがあります。双葉郡の避
難指示区域では、空き巣、盗難が多発しており、防犯対
策として町村内に侵入する人物や車両を監視して抑止に

「世界へのプレゼントになろう」
Be a gift to the world

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
つなげています。また、帰還困難区域では公衆電話を復
旧させています。川俣町～浪江町を結ぶ国道114号沿線
は携帯電話の電波が届きにくいため緊急連絡手段として
活用しています。
災害に向けた取り組みでは、避難所等での早期通信手
段確保のため、無料で利用できる災害時特設公衆電話の
事前配備を推進しています。発生時に速やかに利用開始
できるようステッカーを配布。いわき市、広野町、川内
村で導入いただいています。また、電話交換局の高台移
設を進め、津波で被災した久ノ浜電話交換局を安全な山
側の高台に移設しました。お手元には災害用伝言ダイ
ヤル（171）のポケットマニュアルを配布いたしました。
被災地の方の安否を確認するための手段の一つになりま
す。東日本大震災発生時、両親と私も活用し、お互いの
安否を確認できました。
最後に、マイナンバー対策ソリューションの展開につ
いて紹介します。ご存知の通り、来年１月から社会保
障・税分野でのマイナンバー制度の運用がスタートされ
ます。企業には、従業員と扶養家族のマイナンバー取得、
及び管理業務が発生し、これまで以上に情報セキュリ
ティ対策の強化が求められます。弊社では、オンライン
ストレートサービスを始め、さまざまなサービスを活用
し、企業のマイナンバー対策をサポートしておりますの
で、ご用命がありましたらお声掛けください。

司会：野沢幹事
〔点鐘・ロータリーソング（我らの生業）・
四つのテスト（鈴木稔会員）〕
鈴木稔会員

◆会長挨拶ならびに報告
皆さんこんにちは。今日は、私か
らお願いとお知らせがあります。
一つ目はお願いです。今週末（28
日）に社会奉仕委員会の事業であり
ます「海岸林再生活動」への参加活
動があります。故志賀弘昌委員長が
やり残された事業でありますので、ご参加いただけ
る会員の皆さまには、越智正典副委員長のもと、ど
うか志賀さんを忍びつつ植林くださいますようお願
い申し上げます。
二つ目は、先週の理事会において私に付託された
案件についてのお知らせです。会員の清水俊政先生
より、退会届が出されておりましたが、昨日お会い
してお話しましたところ、退会は来年の６月末日ま
で延ばしていただき、新年度からは名誉会員として、
名簿に記載させていただくこともご了承いただきま
した。ご病気の手術などもされ、ご自宅で静養され
ておりますが、とてもお元気でいらっしゃったので、
私も安心いたしました。
さて今日は、NTT 東日本東北福島支店いわきエ
リア支店長の竹谷金浩さんに新入会員卓話をいただ
きます。どうぞよろしくお願いいたします。

◆幹 事 報 告
⃝い わき小名浜 R Ｃより会報と 12 月プログラム予
定表が届きました。
⃝いわき勿来 RC、いわき桜 RC より 12 月プログラ
ム予定表が届きました。
⃝2015-2016 年度米山記念奨学生による体験発表会
の案内が届きました。
⃝福島安全宣言の会いわき大会のご案内が届きました。

委 員 会 報 告
◆ 出席委員会（仲沼之博委員）
例会日
11 月 26 日

基本会員数 出席者
49 名

27 名

メーキャップ数
―

◆ ロータリー財団委員会（代理・大久保健蔵副会長）
以上２件
三瓶和秀さん、大久保健蔵さん。
◆ 米山記念奨学会委員会（代理・大久保健蔵副会長）
山﨑慶一さん、大久保健蔵さん、三瓶和秀さん、
以上４件
越智正典さん。

◆スマイルボックス委員会（児玉武彦副委員長）
♥松崎浩さん（竹谷さん卓話よろしくお願いします。
３カ月皆勤賞ありがとうございます）♥竹谷金浩さ
ん（本日は初めての卓話となります。つたない話に
なってしまうかもしれませんが、どうぞよろしくお
願いいたします）♥飯野光世さん（竹谷さん卓話よ
ろしく）♥大久保健蔵さん（竹谷さん卓話よろしく
お願いします）♥高橋康二さん（竹谷さん卓話よろ
しくお願いします）♥浅倉哲也さん（竹谷さんの卓
話を楽しみにしています）♥三瓶和秀さん（竹谷さ
ん卓話よろしくお願いします）♥佐々木芳弘さん（竹
谷さん卓話よろしく）♥新田俊彦さん（竹谷さん、
卓話楽しみにしております）♥関口武司さん（竹谷
さん、卓話宜しくお願いします）♥黒須幸雄さん（竹
谷さん卓話楽しみです）♥鈴木稔さん（竹谷さん、
今日は卓話楽しみにしております）♥越智正典さん
（竹谷さん卓話ごくろうさまです。よろしくお願い
いたします）♥佐藤淳さん（３ケ月皆勤賞遅れてす
みません。竹谷さん卓話よろしくお願いします）♥
野沢達也さん（３ケ月皆勤賞ありがとうございまし
た）♥伊藤盛敏さん（３ヶ月皆出席賞ありがとうご
ざいます）♥山野辺倉平さん（皆勤賞有難うござい
ます）
以上 17 件
★本日の例会案内 12月３日（木） 12：30 ～
年次総会
お食事メニュー＝鮭柚庵焼き、
刺身５種盛り、
小鉢
★次回の例会案内 12月10日（木） 12：30 ～
外部卓話 茶道・御家流緑天会会主 武藤真一様
お食事メニュー＝牛フィレステーキ温野菜添え
※17日は年忘れ家族会、24日は休会
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