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菊田邦彦会長
国歌斉唱・奉仕の理想
大野会員 佐々谷会員

出席報告 出席向上委員会 < 沼﨑正徳 委員長 >
会員数
21 名

出席者数
18 名

出席率
94.74 ％

会長の時間

菊田邦彦 会長
昨年、私は GOTO トラ
ベルを使って四国の
八十八ケ所巡りをしま
した。その時「高野山
に行かないと成就しま
せんよ。」と言われたこ
とがずっと気になって
いましたので、コロナ
が落ち着いてきたとこ
ろで先日行ってまいりました。
四国八十八ヵ所はすべて巡礼が終わり結願すると
高野山へお礼参りに行く習わしがあります。
四国遍路は弘法大師の足跡を辿る旅でもあり、無事
に八十八ヵ所を巡り終えたご報告と感謝の気持ちを
お大師様にお伝えするためと言われています。

高野山の宿坊に 2 泊したのですが、標高が高いため
朝晩の寒さは想像以上でした。食事は精進料理です
から、もちろん肉・魚はなく、温かいものもありません。
高野山は以前何度か来ているものの知識があまりな
かったので、今回はガイドをお願いすることにしました。
そのガイドさんは、コロナ禍で半年以上も仕事が無く、
一時は辞めようとも考えましたが、好きな仕事なので
辞められなかったそうです。とても熱心に説明してくだ
さいました。

例会の記録

高野山にはなんとお墓が 9 万基もあるそうです。「皆さ
んのご先祖を辿っていくと、ここのどこか眠っています
よ。」と言われました。
2 日間をかけて高野山を隅から隅まで歩きましたので
たいそう疲れました。
また、今回は朝 4 時に起きて写経もしました。76 歳で
初めての経験です。写経のお題目は般若心経です
が、八十八ケ所巡って 170 回以上唱えているのに全く
覚えておらず、見慣れぬ字と何十年か振りの筆に
少々とまどいました。しかし不思議なもので、終わって
みると気持ちが落ち着き、「写経っていいなぁ…」と感
じました。
帰ってからも続けようと写経セットを買ってきましたの
で、今日から毎朝“写経”を続けていくつもりでいます。
三日坊主にならないよう頑張ります！

米山記念奨学生へ奨学金の授与
米山記念奨学生グエンフォンマイさんへ
11 月分の奨学金 100,000 円をお渡ししました
マイさんよりひとこと
10 月 25 日から日本青年館ホテルのインターシップに
行ってきました。内容は、ハウスキーピング（3 日間）、
レストラン（3 日間）、フロント（4 日間）でした。
ハウスキーピングは、今まで経験があったので無事に
こなすことができましたが、レストランは初めてだったの
で、たくさんのミスをしたり、
お客様に敬語を使わなか
ったり…と、自分のレベル
の低さを知らされました。
来月は帝国ホテルのインタ
ーシップがあるので、頑張
りたいと思います。今回の
研修で、日本語や専門知
識の自分のレベルがわか
ったので、これからもっとも
っと努力してレベルアップしていきたいと思います。

幹事報告

会員卓話

< 小林奈保絵 幹事 >

狭 山 ケーブルテレビ（ SCAT ）
設 立 の経 過 と事 前 の訓 練

報
告
 「赤い羽根共同募金」500 円×21 人＝10,500 円
を協力予定
 「狭山市中学生環境作文コンクール」の入賞作
品集に掲載される協賛企業ページ原案の確認
 11 月 19 日ガバナー公式訪問のタイムスケジュー
ル確認
回
覧
 RI 日本事務局より「在宅勤務延長のお知らせ」
 RLI PartⅡのご案内
 10 月 22 日の日経新聞掲載のロータリー広告
 第 2570 地区 R 財団学友「友清大樹さん」出演の
クラシックコンサート紹介
 バギオだより

他クラブ例会変更のお知らせ
新所沢 RC 所沢中 RC 所沢 RC 入間 RC

清水 武信 会員
狭山ケーブルテレビ株式会社 代表取締役会長

委員会報告
・親睦活動委員会
< 佐々谷悦子 委員長 >
11 月 13 日(土)～１４日(日)の親睦旅行「岐阜県奥飛
騨温泉郷の旅」について
今回の旅行でお世話になる
㈱ワールドプランニングオフィ
スの関様より、大まかなスケジ
ュール、コロナの感染予防対
策等々の説明がありました。

・親睦活動委員会
< 佐々谷悦子 委員長 >
11 月記念日のお祝い
会員誕生 ········渡邉君
栗原君
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狭山ケーブルテレビ株式会社を設立
有線テレビジョン放送施設設置許可、試験放
送開始
開局、自主制作放送開始
第一種電気通信事業許可
インターネット事業開始
営業所開設（狭山市狭山 20-1）
地上デジタル放送事業開始
アナログ放送終了 完全地デジ化完了
ＫＤＤＩ株式会社と提携、ケーブルプラス電話
事業開始
サポートコース(OASIS)提供開始
NTT 東日本との協業、光コラボ事業「さやま
光」サービスを開始
株式会社ミツウロコと提携し、「S・CAT でんき」
販売開始
NTT 光回線網を利用し、VCAST 事業「さやま
テレビ」サービスを開始
「ミツウロコガス」の取次サービスを開始
HFC 設備ノードマイグレーションを開始
基準適合一般事業主（通称：えるぼし）最高位
（三ツ星）認定（女性活躍推進法第 9 条に基づ
く厚生労働省認定）
「埼玉県多様な働き方実践企業」プラチナ認
定
「埼玉県健康経営実践事業所」認定
「がんアライアワード」シルバー受賞
埼玉県 SDGｓパートナー登録、SDGｓ達成に向
けた宣言
埼玉県「テレワーク実践企業」認証

事業案内：
NTT 東日本との協業により、光ファイバーを用いたイ
ンターネット・テレビ・電話のサービスを提供。
ＮＴＴ光回線網を利用した地上デジタル・BS・BS4K・
コミュニティチャンネルの放送を提供しています。

そのほか STB（セットトップボックス）を使った有線放送
サービスや、電気（ミツウロコでんき）、ガス（ミツウロコ
ガス）の販売もおこなっています。
コミュニティチャンネルでは、地元のさまざまな情報を
お届けする番組、地元アーティストを MC に迎えた音
楽バラエティ、
地元のおい
しいグルメを
紹介する番
組等、狭山市
ならではの番
組を制作・放
送していま
す。

・・・・・事業を興すには事前の訓練が求められます。
SCAT 設立前の訓練から聞いてください・・・・・・
誰もが成功を目指して毎日努力を積み重ねているの
に「ある人は成功するが、ある人は失敗する」、「なぜ
だろう」不思議に思っていました。
そんな時、青年会議所を通じて昭和 53 年に素晴らし
いプログラムに出会いました。

ＭＩＡ (Management In Action) 、
より高きマネージャー像を求めて訓練を積む教材で
す。
ＭＩＡプログラムをより深く理解するために同時進行で
ＳＭＩ というプログラムに取り組みました。
成功とやる気の研究プログラムです。
成功とは、「自分にとって価値のある目標を設定して、
段階をおって達成している状態を成功という。」と定義
して自分なりの成功法則として次の「五つの約束」
を設定しました。
成功に関するプログラムの原点はアメリカにあります。
世界の大富豪として有名な鉄鋼王アンドリュー・カー
ネギーを筆頭に、ナポレオン・ヒル、クレメント・ストーン、
オグ・マンディーノやＳＭＩの創始者であるポール・Ｊ・
マイヤーの書籍、名言を学び、自分なりに成功法則を
見つけ「五つの約束」を紙に書き声に出して読み上げ
「心構え」になるまで継続しました。

五 つの約 束
一つ
一つ
一つ
一つ
一つ

大 きな目 標 を掲 げよう
良 い習 慣 を身 に付 けよう
愛 の心 を持 って考 えよう
今 すぐ行 動 に移 そう
成 功 するまで耐 え抜 こう

これを可能な限り実践してきたのが私の人生です。
狭山青年会議所の創立、OB になって、狭山ロータリ
ークラブに入会したのが昭和 60 年（1985 年）3 月 1 日
でした。今から 36 年前になります。
狭山ケーブルテレビ㈱を設立したのが、平成 4 年
（1992 年）7 月 23 日です。47 歳の時でした。

・・・・・・本日の卓話は 「狭山ケーブルテレビ創立の
動機と設立経過」 をテーマに話をするように、との柴
田プログラム委員長からの要請であります・・・・・・・
昭和 58 年（1983 年）に狭山市商工会で「CATV 研究
委員会」を設置して先進地の視察を行い、結論として
「CATV 事業は過大な設備投資が必要であり、利益を
計上するのが困難であるから、会社設立はやめた方
が良い」の研究結果でした。
それなのに、なぜ会社を設立したのか、同じような質
問を何度か受けました。
平成 4 年 3 月頃、テプコケーブルテレビ（東京電力の
関係会社）から、狭山市に CATV 事業の同意許可申
請が出されました。CATV 事業は、1 行政区 1 社の郵
政省（現在は総務省）の認可事業であるため、行政の
同意が必要でありました。
狭山市としては、商工会の CATV 事業の研究結果を
承知していたので「同意」の承認をする予定でした。
そこで CATV 研究委員会としても確認のための質問
を出しました。
「当面は東京電力の高圧線難視聴エリアだけでの事
業を了解するが、将来的には狭山市全地域での
CATV 事業を展開するのでしょうね。」の回答は、想
定外の「NO」でした。将来的にも東京電力高圧線難
視聴対策実施地域以外での CATV 事業は実行しな
い。との方針であるとの事でした。
狭山市行政区域の一部だけでは市民の情報格差が
生じてしまうので「同意しない」と返答しました。先方か
らは「狭山市内に CATV 事業会社が存在しないのに
「同意しない」のは理不尽であるとの指摘がありまし
た。
それなら狭山市に CATV 事業会社を設立するので、
「すでに設備投資を実施している伝送路の多チャン
ネル部分を賃貸して欲しい」との要請を出しました。
「そんなに簡単に有線放送事業会社の設立は不可能
である」との見通しの下で、「会社設立、有線放送事
業許可」を条件に伝送路賃貸を実行する約束をして
頂きました。
まず、資本金募集のため「設立趣意書」を作成しまし
た。設立時の資本金を 1 億円と定め、一人百万円、
100 人から出資をお願いすることにしました。
資本金の募集をしてから約一週間で 100 人の株主さ
んを集めることが出来ました。
この時ほど、ロータリークラブのメンバー、ライオンズク
ラブのメンバー、青年会議所の現役、OB の皆さん、
友人、狭山市内の企業関係者のご協力と、狭山市を
考える暖かい気持に感謝感激でありました。
郵政省に有線放送事業許可を申請する段階になっ
て、今までの甘い考えでは通用しないことを実感させ
られました。資本金も 1 億円では相手にもしてもらえ
ず、最終的には資本金総額 8 億 450 万円の出資をお
願いすることになりました。設備投資も現在まで約 40
億円を行っています。
「無謀なほどの目標を設定して、よくここまで来たもん
だ！」と自分ながら感心する行動力の実践でありまし

たが、これも成功法則訓練のおかげであると思いま
す。

渡邉君

有線放送事業の開局は、平成 7 年（1995 年）4 月 1
日です。開局までに約 3 年掛かりました。それだけ難
事業でありました。
地域有線放送事業からスタートして、平成 12 年 12 月
に通信事業を拡大し、現在では電話事業、通信関係
の各種サポート事業にも参入しています。

定例理事会（例会終了後）



時間の関係でケーブルテレビ事業の一端しかお話し
できませんでした。
地域放送局の創業は、記録として残す責任も感じて
います。
本日はこのような機会を頂き深く感謝申し上げます。

菊田君
東君
江原君

浜野君

寳積君

稲見君
小島君
柴田君

田端君

今日の清水武信さんの卓話たのしみに
してます。よろしくお願いします。
早退いたします。
コロナ禍も大分落ち着いてきたように
思っておりますが、まだ今後どうなる
か、もう少し様子を見てから行動に移
したいと思っています。本日の会員卓
話の清水武信会員のお話しを楽しみに
しておりました。宜しくお願い致しま
す。
清水武信様、本日の会員卓話を宜しく
お願い致します。卓話を楽しみに来ま
した。マイさん、就職活動は順調です
か？頑張って下さい。
11 月にしてはあたたかい日がつづいて
おります。日々気持ちが良いです。清
水武信会員、本日の卓話楽しみにして
おります。
清水武信会員、今日の卓話楽しみにし
ていました。
清水武信会員、卓話楽しみにしており
ました。宜しくお願い致します。
本日は清水武信会員の会員卓話ですね。
願わくば初期段階での事業をすすめら
れたお話し等していただければ幸いで
す。
本日卓話清水武信様、楽しみにしてお
りました。どうぞ宜しく、そして学ぶ
事が多くとても嬉しいです。ありがと
うございます。

清水武信会員の卓話楽しみにしており
ました。どうぞ宜しくお願い致します。
又、お誕生日のお祝いも頂き有難うご
ざいます。





12 月、1 月のプログラムについて
承認
11 月 19 日 ガバナー公式訪問について
タイムスケジュール承認
会員にはＦＡＸ・メールで周知する
次期役員について
現会長・幹事・会長エレクトを中心に早急に
執行役員を選出する
例会について
中止していた国歌及びロータリーソングは、
感染減少により再開（マスクをつけたまま歌う）
会員卓話を増やす

◆ 次の例会 ◆
11 月 26 日（金）
例会取り止め
12 月 3 日（金）
第 2 副 SAA：高田会員 若松会員
クラブ協議会
定例理事会（例会終了後）
12 月 10 日（金）
第 2 副 SAA：東会員 江原会員
会員卓話：小島美恵子会員
12 月 17 日（金）
夜間例会
場所）ニックス

時間）18：30～

