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第８７８ 回 例会Ｎｏ．１７平成 ２５年１０月３１日（木） 晴

■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ 「それでこそロータリー」

■ 出席報告 会員４４名中２５名出席

■ 出席率

■ 修正出席率
■ スピーカー

■ ゲスト

６５.７９％   出席計算人数３８名

１０月１６日  ９４.７４％

中村浩一 様

米山学友 ｱｯﾀﾅﾔｶ・ﾌﾟﾘﾔﾝﾃｨｶさん

      及び ご両親

会長挨拶               

みなさんこんにちは。先週、先々週と 職場見学 「 国会

議事堂」、秋の家族会「歌舞伎鑑賞」でしたのでクレスト

ンでの例会は久しぶりですね。

(株)ＭＤＭ代表取締役 中村 浩一 様 ようこそおいでく

ださいました。心から歓迎申し上げます、後程「芸能文化

の地域主権」についてお話を伺うことになっております。

よろしくお願いします。そして米山学友アッタナヤカ・プリ

ヤンティカさんとご両親ようこそいらっしゃいました。

さて、

「どうするの？ 社内はほとんど ＸＰ」 とういう川柳が

日経パソコン誌の川柳の欄に掲載されていました。

Windows -ＸＰのサポートがあと半年、来年の４月にはサ

ポートが終了します。セキュリティの問題が１０倍高くな

るそうです。私の会社ではほとんどＸＰで、数台を

Windows7 に切り替えて業務ソフトの使用の問題点を検

証しながら古いパソコンからの切り替えを始めたところ

です。移行は安定したＯＳになったWindows7にする方向

で行っています。

今まででの問題点は、‘ＸＰ’で制作した業務プログラム

がそのままでは‘7’で動作しないため、プログラムを全

部書き換えようと２年前に計画しましたがかなりの時間

がかかるため、なかなか進んでいませんでした。しかし

‘ＸＰ’モードで動かせるということがわかったので費用と

時間の解決ができました。

ＯＳのちがうＸＰと 7 と混在してネットワークに繋ぐとき、

サーバーとの相性の問題、接続機器、プリンター、スキ

ャナーなどの古いもののドライバーがインターネットでダ

ウンロードして動かせるかどうかのテストがほぼ終わっ

てやっと移行のめどが立ったところです。

新しく購入するパソコンはコストと寿命、修理を考えて

メーカー品ではなく、一番故障の原因となる電源部分

の交換に汎用性があって、簡単にできる組み立て式の

ものに切り替えています。

後になりましたが、Ｗｉｎｄｏｗｓはビルゲイツとポールアレ

ンが開発したＯＳ（オペレーティングシステム）「基本ソフ

ト」で、1982 年Ｗｉｎｄｏｗｓ1.0 発売以来 3～4 年ごとに新し

いバージョンがリリースされています。 2.0、3.0、ＮＴ、

1998～2000 年に 98、2000、Ｍｅ、そして 2001 年にＸＰ、

2006 年にＶｉｓｔａ、2009 年に‘7’、2012 年に‘8’となってい

ます。ＸＰは２００１年にリリースされてから１２年、大変安

定した素晴らしいＯＳでした。

Windows 8 が発売されて１年で８．１が登場しましたが、

使い勝手がどうでしょうか、タッチパネルディスプレーを

使用することが前提としたＯＳですので操作手順にとま

どう事が多かったのですが、今回スタートボタンが追加

されましたので、なれれば使いやすくなると思います。

話は変わりますが、この時期になると、次年度の準備が

そろそろはじまります。その中で、地区の委員会へ出向

依頼が毎年今頃にあります。将来においてガバナー、ガ

バナー補佐を輩出するには、もっともっと地区の委員会

に出向してクラブのレヴェルを上げる必要があります、

少なくとも3、４名は地区で活躍されるといいと思います。                    

１１月２日土曜日に ロータリー チャリティイベント「カン

ボジアの子供たちに命の水を」をテーマとした「ワールド

フード・ふれ愛フェスタ」に行ってきます。皆さんもぜひ参

加を。

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

◎１１月 ７日（木）第 ８７９ 回例会 クラブフォーラム

   地区ロータリー財団副委員長 吉原孝彦 様

◎１１月１４日（木）第 ８８０ 回例会     会員卓話

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

写真撮影    西川 博さん



ニコＢＯＸ
●本日は中村浩一様をお迎えしてアイドルユニットの育

成など、地域に密着した芸能文化についてお話を伺いま

す。中村様、ようこそお越し下さいました。どうぞ宜しくお

願いします。

西川会長、加藤幹事、藤田、若原、立石、岩田、矢野、水

野、永井、川原、森田、大附、渡邉、亀井（敬称略）

磯部さん 元 米山奨学生のアッタナヤカ・プリヤンティカ

さんとご両親、ようこそおいで下さいました。

田島さん 先日の稲田大臣との食事会、楽しかったです。

岩田さん、ありがとうございました。

●秋のニコニコ健康感謝 Day

西川会長、長谷川、堀江、松尾、大岩、高山、田中

（敬称略）

本日合計 ４５，０００円

米山学友 アッタナヤカ・プリヤンティカさんご挨拶

卓 話

「芸能文化の地域主権」

㈱エムディエム代表取締役  中村浩一

第８７７回 例会Ｎｏ．１６平成 ２５年１０月２４日（木） 晴

秋の家族会「歌舞伎鑑賞」

■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ

■ 出席報告 会員４４名中１３名出席

■ 出席率

■ 修正出席率

■ ゲスト
■ ビジター

３３.３３％   出席計算人数３９名

１０月１０日   ９４.８７％

会員ご家族ほか １２名

福岡北 RC 江崎哲郎さん以下 39 名

歌舞伎鑑賞

報告 親睦活動委員長 若原正幸

御園座建て替えのため、会場を「市民会館」に代えての

興行でしたが、花道も素晴らしく、御園座売店も出張して

いたりで、始まってしまえばなんの違和感もなく鑑賞出

来ました。福助さんの七変化に圧倒されました。

１６：００～ 開演 「西郷と豚姫」（扇雀、彌十郎）

１７：１０～ １回目幕間（３０分） 客席にてお食事

１７：４０～ 「於染久松色読販 お染の七役

＝序幕・二幕＝」（福助・橋之助ほか）

１９：２５～ ２回目幕間（１５分）

１９：４０～

２０：１０

「於染久松色読販 お染の七役

＝大詰め＝」（福助・橋之助ほか）

ハイライトよねやま 163号

（米山記念奨学会ニュース WEB より抜粋転載）

「留学生感想文コンテストで米山小学生が最優秀受賞」

「国際博物館の日」記念事業の一

環として実施された、上野ミュージ

アムウィーク（ＵＭＷ）留学生感想

文コンテスト（主催：上野のれん会

他）において、長野大学 3 年の米

山奨学生、白柳爛（ベク・ユラン）さ

ん（韓国／2013-15／上田ＲＣ）が

最優秀賞を受賞しました。留学生

ならではの視点で、上野の文化施

設を初めて訪れた感想を綴った白さんのエッセイは、審査員か

ら高い評価を得て、最優秀作品 2 編のうちの一つに選ばれま

した。白さんは「最優秀賞を頂き、ありがとうございます。上野

のミュージアム巡りは、いつもの生活から抜け出し、一人の時

間を楽しみ、文化的な体験ができた幸せな時間でした。上野で

見たことをきっかけに、今後は世界で視野を広げていきたいと

思います」と、受賞の喜びを語っています。

「アジア学院から米山記念奨学会が表彰されました」

アジア学院（Asian Rural Institute）の創立 40 周年記念式

典が 9 月 16 日、栃木県内のキャンパスで開催されました。ア

ジア学院は 1973 年の創立以来、アジア・アフリカ・太平洋地域

を中心とする農村リーダーの人材育成を行なっており、第 2550 

地区では「地区奨励奨学金」の指定校とし支援しています。今

回、これまでにアジア学院で学ぶ 212 人（29 カ国）を支援した

功績が評価され、板橋敏雄理事長に感謝状が授与されました。

式典には、ロータリー関係者として黒羽ＲＣ、西那須野ＲＣ、東

京南ＲＣの各会員、宮崎幸雄元事務局長、岩邉俊久事務局長ら

が出席し、全体で 300 人ほどが参加する盛大な会となりまし

た。


