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　皆さん、こんにちは。本日は、大宮シティロータリークラブ会長吉
田耕之様、岡野敬蔵様、第2770地区青少年交換委員会より当クラブの
大塚崇行会員、青少年交換学友斉藤さん、梅津さんようこそお出で頂
きありがとうございます。
　本日はパソコンの2014年問題について話させて頂きます。先週事務
所に、事務機の営業マンが訪ねて来ました。またコピー機の話だと思
って対応していると、パソコンの話をしてきました。もう会員のみな
さんはご存知と思いますが、WindowsXPのサポートが2014年4月8日
で終了することでした。2001年10月に登場してから13年半、多くの
ユーザーに使用されてきたソフトです。ＮＥＣのホームページにより
ますと、WindowsのＯＳ（基本ソフト）のサポート期間が終了すると
セキュリティ更新プログラムが配信されなくなり、自己責任でソフト
使うことになります。また、OSのサポートが終了することは、ハード
ウェアやソフトウェアのサポートも終了していくことになります。セ
キュリティ上の不具合が見つかっても更新プログラムが提供されない
ため、Webサイトの閲覧やメールの添付ファイルの開封などがきっか
けに不正プログラムに感染するリスクがあるそうです。
　また、セキュリティ上の弱点を突かれて不正プログラムに感染した
パソコンは、セキュリティの加害者になってしまう恐れがあるそうで
す。「ボット（Bot）」と言うウィルスに感染して、不特定多数に大量
のメールを送信したり、特定のサーバーにアクセスを集中させてダウ
ンさせたりすることに悪用されたりするようです。トレンドマイクロ
のホームページによると「ボット」が侵入しているパソコンには、目
に見える被害がほとんどなく、感染前と差異を感じることなく使用で
きるそうです。「ボット」に感染したパソコンは、悪意の第三者がパ
ソコンをコントロールできること。パソコン内の個人情報などを盗み
出すことができる。感染したパソコン同士でネットワークを構築する
ことができる。いったん盗まれてしまった情報は、ボットネットワー
クで世界中に広まってしまう可能性があるそうです。
　またWindowsのサポート期間は、Vistaが2017年4月11日、
Windows7が2020年1月14日、Windows8が2023年1月10日、
Microsoft Office2003、Internet Exploer6が2014年4月8日となっ
ています。この様に考えますと、パソコンの進歩とともに、これから
はサポート期間もどんどん短くなっていくことが解ります。スマート
フォンも含めて、パソコンソフトについての知識がないと、気が付か
ないうちに他人に迷惑をかけることもあると思いました。以上をもち
まして、会長挨拶とさせて頂きます。本日も、よろしくお願いします。
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出席　　会員数　　３５　　　出席数　　23
欠席　　欠席数　　12　　　（％）　　65.71
前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　　6
修正（％）　 　82.86 　　　　  （Ｍ・Ｕ）      6

青少年交換学友　委員長　齊藤萌薫香さん
　2008-09年度、川口モ
ーニングRCさんにスポ
ンサードしていただき、
スイスのルツェルンに派
遣させていただきました
齊藤萌香と申します。
　スイスは九州ほどの大きさしかないので、私はス
イスの全部を回ることができました。その理由とし
てスイス国内で船、バス、電車が乗り放題になる１
年間の高額なフリーパスをロータリアンの方に１年
間いただいていたからです。スイスは実は電車のチ
ケットが高いので、もしフリーパスがなかったらス
イスの自分がいる場所から一歩も出られなかったの
ではと思っています。
　第１ホストファミリーではホストママがドイツ語
の先生で毎晩勉強会を開いてくださいました。
　第２ホストファミリーでは年齢の近い子がいて、
悪い言葉を覚えてしまいました。
　第３ホストファミリーとはうまくいかず、学校で号
泣してしまたら友達、担任の先生、校長先生、ロー
タリアンの方がすぐに動いてくださり、３ヵ月は滞
在せず、最後の１ヶ月はロータリアンの家庭などで
過ごしました。このロータリアンや友達がいてくれ
たおかげでスイスが嫌いにならずにすみました。
　私が特に仲良くしていた留学生たちとは５年経っ
た今も交流があり「小さな親善大使」の役割は果た
せたかなあと思っております。
　今年度から青少年交換学友という名称に変わった
「ローテックス」活動ができてうれしく思っており
ます。私はロータリークラブに感謝してもしきれな
いです。サンキューロータリー。ありがとうござい
ました。

青少年交換学友　副委員長　梅津佑理恵さん
　2008-09年度、鴻巣
RCさんのスポンサード
をいただきフィンランド
のユバスキュラという街
へ派遣留学しました。学
校はムーラメという小さ
な町にありました。町には学校、スーパー、小さい
病院、銀行が１ずつしかなくて、そのほかは森と湖
に囲まれています。小さな町だったので日本人留学
生は目立ち、散歩しているだけでも気さくに声をか
けてくれる温かい町でした。自然が豊かな国で、ホ
ストファミリーの家の近くにある湖には、夏、サウ
ナから湖に飛び込んでを繰り返し遊び、冬は湖に張
った氷の上に乗り、穴を開けて魚釣りをするなど自
然に親しみました。
　私は２つのホストファミリーにお世話になりまし
た。第１ホストファミリーではママが働いていたの
でほとんど１人で過ごし、ママが不在の折はホスト
シスターの友達の家に泊まりにいき、いろいろな人
と出会えました。食事がなかったので自分でどうに
か作ることを始め、現在１人暮らしで自炊ができる
ようになっているので、いい思い出です。
　第２ホストファミリーは大家族で、お姉さんには
３歳の息子さんがいて、私の部屋にきてずっとフィ
ンランド語で話しかけてきたので、こちらに来てか
らの方が語学の習得が伸びたかなと思います。ホス
トママにはお菓子の作り方を教えてもらったり、ス
ケートやクロスカントリースキーに一緒に行きまし
た。本当に家族のようになれたホストファミリーです。
　ロータリークラブには感謝の気持ちでいっぱいで、
感謝の気持ちからローテックスの活動を行っていま
す。委員会事業のお手伝いや派遣高校生のカウンセ
リング、ローテックス企画の立案や運営、卓話訪問
をして経験を語っています。その中でジュニアカウ
ンセラー制度についてお話ししたいと思います。こ
の精度は１人の留学生に対して１人のローテックス
がついてサポートをすることです。特に来日後３ヶ
月は来日生にとって精神的に不安定な時期なのでメ
ンタルケアができたらいいなというのがこの制度で
す。今年度は副会長として制度をきちんと機能させ
ることが目標です。以上、ご静聴ありがとうござい
ました。
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幹　事　報　告

　皆さんこんにちは。幹
事報告をさせていただき
ます。
◆先週行われた理事会で
審議技事項として10月の
行事予定を承認させてい
ただきました。
◆9月の第4例会は北本RCさんとの合同例会になり
ます。皆様方の例会の出席をお願いいたします。例
会前にポリオ撲滅のための募金活動をさせていただ
きます。
◆10月の第4例会の会員旅行についても承認いただ
きました。日程の中で集合場所は上尾駅に訂正させ
ていただきます。多くの会員の皆様方の参加をお待
ちしておりますのでよろしくお願いいたします。
◆11月の行事予定、地区大会について、ガバナー公
式訪問について協議し詳細は後日ご報告いたします。
◆職業奉仕月間セミナーのご案内で、前回、前々回
の例会でもお伝えしましたが大畑誠也さんの講演に
ついて日程が迫っております。参加の方は私齋藤ま
でご連絡ください。
◆RLI Part1が9月16日に予定されていましたが、
台風の接近ということで中止となり、10月14日
（祝）へと変更になりました。
◆10月18日には第5グループの会長幹事会が恵比寿
亭で行われます。
◆10月27日（日）、国際ロータリー第2770地区の
青少年交換プログラムの研修が行われます。
◆12月2日（月）、メジャードナーの顕彰午餐会が
ホテルグランパシフィックで行われるとご案内が届
いております。
◆会長宛に10月5日（土）、上尾市文化センターに
於いて市制施行55周年記念式典の出席依頼のご案内
が届いており、会長が出席予定でございます。
以上、幹事報告とさせていただきます。本日もよろ
しくお願いいたします。

齋藤哲雄幹事

委員長報告
クラブ広報委員会　野瀬将正委員長

　先週のセミナー報告と
して地区ホームページの
ご案内をさせていただき
ましたが、サイト右上の
ログインについて追加で
説明させていただきます。
ログインは会員番号とパスワードで行えます。上尾
RC会員の基本情報は入れさせていただきました。
個人情報的なことや企業PR等は私宛にご連絡いた
だければ入れさせていただきます。何か質問があり
ましたら個別に説明させていただきます。よろしく
お願いいたします。以上です。 

ビジターゲスト挨拶
国際ロータリー第2770地区　大宮シティロータリークラブ
　　　　　　　　　　会長　吉田耕之様　　岡野敬蔵様
　皆さんこんにちは。突
然のお邪魔でたいへん申
し訳ありません。「ラオ
ス＆日本祭り」のご案内
でお訪ねさせていただき
ました。岡野会員は関口
会長とお仕事の関係がありまして、昨日お電話をし
たところ資料を送ってくださいと仰っていただき、
ただ資料をお送りするだけでは失礼にあたると思い
まして急遽お邪魔させていただきました。
　とあるご縁からラオス大使館の方と交流をもつこ
とになりまして、一昨年ラオス大使館はは他の大使
館と共同で代々木公園でフェスティバルを開催した
そうです。そのときの参加者は５万人を超えていた
というものでした。今回は規模は違いまして、大宮
シティＲＣの移動例会を兼ね、ラオスの方々と大使
館でパーティのような交流をしようという企画です。
日時は10月20日（日）、12時からになっています。
参加費は3,000円とリーズナブルですので、ご興味
のある方はぜひ参加いただければと思っております。
　上尾RCさんは以前、ラオスに国際奉仕をされた
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ことがあると聞きまして、まず上尾RCさんにお訪
ねしました。内容について、交流がメインですが、
その他にラオスの方々の民族舞踊や、大宮RCの女
性会員によるお琴や三味線、両方に通ずるジャズの
生バンド演奏がございます。食事は都内にあるラオ
ス料理店が屋台をだしたり、大使館の料理長がラオ
ス料理を作って皆さんに振る舞うということです。
またラオスの民芸品の展示即売会もございますので
ご出席いただければ幸いです。なおお申し込みはセ
キュリティの関係上、お名前とご住所の記入が必要
になります。セキュリティの関係と申しましたが、
あとお申込みいただいた方には大使が直筆の招待状
をお送りしたいとも仰っていますので登録証にご記
入いただき大宮RC宛にお申込みいただければと思
います。本日は貴重なお時間を使わせていただきま
してありがとうございました。

結婚・誕生祝い

誕生祝い　古賀　昇会員
　私も４回目の年男を迎えまして、あともう一回り
で還暦なんだなぁと思っております。誕生日を祝っ
てくださるのはこのクラブだけですので、今後もよ
ろしくお願いいたします。

誕生祝い　野瀬将正会員
　誕生祝いをいただきありがとうございます。55歳
になりました。今ではサラリーマンの定年は60歳で
すが、昔は55歳でしたので、そういう年になったの
だなあという感慨があります。今でこそ定年の年齢
がのびてますし60歳で退職する人も少ないのでまだ
まだ働かなければならないと思います。一年間また
よろしくお願いいたします。

卓　話
地区　青少年交換委員会　大塚崇行委員

　皆さんこんにちは。ま
ずは私から今年度の青少
年交換委員会の活動につ
いてお話しさせていただ
きます。上尾RCといた
しましてこの事業には一
昨年度、ニノとベッキーを受け入れた実績がありま
すので皆様方もご理解いただいていると思います。
　2013-14年度は派遣留学生16名、受け入れ留学生
17名となっています。留学生は８月末に来日して一
泊の特別合宿を行い、まず日本の習慣を覚えてもら
う研修をしました。いま日本の地区で受け入れてい
る留学生の平均的な人数は３～５名で、17名を受け
入れている第2770地区は日本一多くの留学生がいる
地区です。年齢的に、日本から派遣していく留学生
は16・17歳。逆に日本に来ている留学生は14歳～
19歳と幅があります。派遣していく国はカナダ、ア
メリカ、メキシコ、ブラジル、ドイツ、スウェーデ
ン、スイス、フィンランド、デンマーク、ベルギー
の10カ国。留学生は前述10カ国＋韓国の全11カ国
になります。
　来年度の合格者が先日決まり、その中には島村直
前会長の娘さんも入っております。派遣が１人いる
ということで、来年度は留学生１人を上尾RCで受
け入れるということになります。ぜひクラブとして
協力体制で臨んでいただければと思います。
　今年度の渡邉ガバナーが、来年度は20名交換の目
標を掲げ、応募が21名いて全員が合格しました。来
年も日本一の留学生受け入れ地区になると思います。
これだけ大勢受け入れますと、青少年交換委員会の
メンバーだけでは留学生の教育ができないので、本
日お越しいただいている青少年交換学友の方々に指
導を積極的に行っていただいております。本日のお
二人は2008-09年に海外で留学経験を行い、いま会
長と副会長としてローテックスの生徒たちの指導を
行っていただいています。とても助かっている次第
です。それではよろしくお願いいたします。
 


