
≪会長要件≫小原会長
　３月８日の佐々木正雄さんの告別
式にはたくさんの会員の方々が御焼
香にお見えになったと思います。私
は、通夜と葬儀に参列させていただ
きました。お通夜では、常現寺の高
山住職が、佐々木さんの豪快な笑い
声やその人柄に触れていました。２
０数年前の佐々木さんのお母さんの

お通夜では、住職が飲み過ぎておんぶしてもらって
自宅に帰ったとおっしゃっていました。戒名は佐々
木さんの家族と話し合って決めたそうですが、「豪放」
の文字が入っています。葬儀では、友人代表として
当クラブの野澤会員が弔辞を述べました。ロータリー
クラブを通じて知り合い何でも話せる本当の友人で
あったこと、保育園の建築工事のこと、一緒に南浦
項を訪問したこと、蕪島公衆トイレのいきさつ等に
触れ、胸に迫るものがありました。
　さて、先週、黒田ガバナー時の地区大会で道下俊
一ＰＧがＲＩ会長代理として八戸においでになり、
佐々木夫妻がアテンド役を務めたことに触れました
が、その道下先生が３月４日に逝去されたとの連絡
がガバナー事務所からありました。偶然とはいえ、
７日のお通夜、８日の告別式と佐々木さんと全く同
じ日程で、何か縁を感じました。当クラブでもお世
話になった先生ですので、独断で恐縮ですが、クラ
ブから弔電を差し上げました。道下先生は、大学医
局の指示により、１年間の約束で北大病院から浜中
町霧多布の診療所へ派遣されましたが、診療を続け
るうちに帰らないでという住民の懇願により、結局
４７年間もの長期間にわたり浜中診療所長として僻
地医療に携わった方です。ＮＨＫのプロジェクトＸに
取り上げられた他、民放でドラマ化され、また、ＮＨ
Ｋラジオのラジオ深夜便にも出演された有名な先生
です。
　佐々木さんをしのぶ会合をどのように開催するか
につきましては、理事役員会に諮りながら進めたい

と思いますので、しばらくお時間を頂戴したいと思
います。
　ここで全く話は変わりますが、週刊文春の２月１
３日号の「家の履歴書」というシリーズに八戸市出
身の料理研究家鈴木登紀子さんが登場していました。
鈴木さんは、当クラブ小野澤会員の叔母さんです。
記事の中で、八戸のことや鈴木さんのお父さん（小
野沢さんのお祖父さん）のことにも触れていました
ので、興味のある方はぜ御一読ください。
　本日は会報委員会担当例会です。三浦晃委員長、
よろしく御願いいたします。

《本人誕生日・結婚記念日》　  《結婚記念日》

小野澤会員　　　　　　　　久保田会員　　　 

《幹事報告》清川幹事
　・地区職業奉仕セミナーの案内が届
いています。４月１３日 ( 日 )14 時～
１７時、ユートリー５階、登録料無料
です。
・RLI のお知らせが届いています。４
月２７日 ( 日 )10 時～ 17 時、アスパ
ムです。どちらも参加希望の方は事務
局までお知らせください。
・八戸市より文集「緑と花」が届いています。ザ・ロー
タリアンが届いています。どちらも事務局に置いて
あります。
・八戸学院光星高校の選抜高校野球出場に対して皆
様のご寄付を募ります。仲井監督さんにはゲストス
ピーチでもお世話になりました。よろしくお願いし
ます。
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《出席報告》伊藤委員

正会員数 43 名。本日の出席は免除

会員４名を含む 22 名。出席率

63％です。前々会の例会は、メー

キャップ１名、出席率 68％でした。
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来週の例会は任意休会です。3 月 27 日の例会は五戸

クラブよりゲストをお招きしてスピーチをお願いし

ています。皆様、是非ご出席ください。

《ニコニコボックス》平光委員長

小原会長 : 会報委員会担当例会、三浦

　　　　　晃委員長よろしくお願いし

　　　　　ます。

清川幹事 : 本日は、会報委員会担当例

　　　　　会です、三浦委員長よろし

　　　　　くお願いします。

黒田会員 : シカゴでの RI 運営審査委員会に出席して

　　　　　きました。

鈴木会員 :3/15 三陸復興祈念フォーレレクイエムコ

　　　　　ンサート有ります。17:00 塩町教会

伊藤会員 : 三浦さん、写真いつも有難うございます。

　　　　　今日は会報委員会担当例会よろしくお願

　　　　　いします。

平光会員 : 本日は会報委員会担当例会です。私も委

　　　　　員ですが三浦委員長に全面的におまかせ

　　　　　しました。

本人誕生日 :小野澤会員

奥様誕生日 :松田会員

結婚記念日 :小野澤会員、久保田会員

《会報》三浦晃委員長

　私は 1985 年～ 1986 年の神会長時

代に委員長をやりまして、その後何

かと会報委員会に係わっています。

これは森先生が会長の時の会報です。

もうお亡くなりになられましたが、

ポストコアの北村篤さんが皆さんの

事業所を回って取材した記事が載っ

ています。中には既にお亡くなりになられた方の記

事もあり非常に思い出深いものがあります。私の所

にありますのでどうぞご覧になってください。

　今日は iPad の扱い方をスライドを使いながら皆さ

んにご説明したかったのですが、スライドとの接続

が悪いのでお手元の資料に沿ってパソコンの都市伝

説 34 というのをご紹介します。( 以下、資料に沿っ

て説明 )

パソコンの都市伝説 34

あなたの使い方は間違っている ?

◎パソコン編

ハードやソフトの常識を再点検

1. 上位ブランドの CPU なら処理能力は高い ?　

2.USB3.0 機器は無線通信に悪影響 ?

3.LAN ケーブルのカテゴリーは重要 ? 

4.USB ケーブルはどれを使っても同じ ? 　

5.SSD にペーシングファイルは NG? 　

6.「認証」と「準拠」は互換性に差が出る ?　

7. オプション品は常に純正を選ぶべき ?　

8.AC アダプターは常時接続 ?  

9.バッテリーは使い切るまで再充電しない方がよい?  

10. ディスプレイは解像度が高いほど使いやすい ? 

11. 壁紙を白にすると省電力になる ?  

12. ブルーライトカットは効果がある ?  

13.SSD 障害はデータ復元が困難 ?  

14.HDD から異音がしたら物理故障 ?  

15. 無料の LibreOffice は Office の代わりになる ?  

16.Microsoft アカウントの加入は必須 ?  

17. 終了方法で起動時間が変わる ?  

18.WindowsXP はサポート終了で使えなくなる ?

◎スマホ＆タブレット編

知らないと戸惑う通信のノウハウ

19. タブレットの OS はどれを選んでも同じ ?

20.Bluetooth テザリングは本当に省電力 ?  

21.USB の充電器は使い回して OK?  

22. スマホを紛失しても画面ロックがあれば安全 ?

23. スマホにセキュリティアプリは不要 ?  

24. 非公式アプリサイトは使ってよい ?  

25. スマホの通信を滞納すると住宅ローンが組めな

　　くなる ?  

26. 格安 SIM に差し替えると安上がり ?  

27. スマホ標準の音声通話はもう不要 ?  

28. 機種変更して残ったスマホは使い道がない ?  

29. タブレットはキーボードでも操作できる

◎インターネット編

以外に気付かないネットの真相

30.  Java の入ったパソコンは狙われる ?  

31. 匿名にしておけば SNS で身元はばれない ? 

32. クラウドサービスはネットにつながないと使え

　　ない ?  

33. 電子書籍は購入した端末や電子書店でしか読め

　　ない ?  

34. オンラインストレージは大容量バックアップに

　　不向き ?
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