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・四つのテスト唱和 神田（敬）職業奉仕委員長
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【入会式】

◎新入会員紹介　　　　　　　　　　髙橋君

秦　誠（はたまこと）会員　Ｓ５５年、北京で生まれ、

育つ。２児の父、４１歳。同じ年の頃に私もＲＣ

に入会しました。この先、２０年、３０年と活躍

してくれる事と思います。４人家族で岩沢在住。

Ｈ１４年、北京工業大学卒業。同年、日本の大手

メーカーの現地法人に採用。翌年、本社への

出向を契機に来日。Ｈ１７年、別の大手メーカー

のソフトウェア関係の子会社に転職。Ｈ２２

年、日本国籍を取得。Ｈ２３年、上海の現地法人

に出向。技術部部長、コンサルティング部部長

を歴任。一貫して製造業のＩＴ化、特にＩＴに

よる生産管理業務の効率化を研究、実践され

てきた実績の持ち主です。

Ｈ２６年、日本に帰任後、

退職。同年「グローバル

レジェンズ（株）」（飯能市

柳町）設立。現在、不動産

賃貸業を中心とした活動

をされています。

◎秦会員挨拶

　飯能ＲＣに入会出来、

心から嬉しく思っております。２２歳で来日し

今年で１９年目。微力ですがクラブ活動を盛り

上げられたらと思っております。どうぞよろ

しくお願い致します。

◎新入会員紹介　　　　　　　　　吉田（行）君

原島伊佐夫（はらしまいさお）会員　Ｓ４０年生まれ、

５６歳。飯能幼稚園、飯能第一、富士見小学校、

飯能第一中学校卒の飯能っ子。杏林大学を優

秀な成績で卒業。Ｓ６３年、飯能信用金庫入行。

一丁目青年会に所属、お祭りの時にはお神輿

を担いだり、お馴染みの方もいらっしゃるか

と思います。Ｈ４年、結婚。お子様３人、５人家

族。武蔵台在住。Ｈ２３年、高萩、Ｈ２６年、東飯能

支店長。鶴ヶ島、入間を経て今年から飯能中央

支店長。釣り、自治会活動が趣味。大変誠実で

真面目な方ですので早く馴染んで頂いて良い

仲間に入って頂けたらと思います。

◎原島会員挨拶

　３月に入間支店より参

りました。前・金山支店長

は業務の都合で参ってお

りませんが、よろしくお

伝え下さいとの事です。

ずっと飯能に居り、この会

が素晴らしい会だという

事をよく知っております。

入会させて頂き非常に嬉しく思っています。

未熟ですがご指導よろしくお願いします。

◎髙橋会長よりバッジ装着／歓迎の言葉／誓

いの言葉／額・四つのテスト・バナー贈呈／

島田ＲＣ情報委員長より資料贈呈／大野（康）

幹事より会員証贈呈・所属発表：秦会員「会報・

広報」、原島会員「会員増強」／記念撮影

◎乾杯：山川パスト会長

　優秀なる素晴らしいお２人のご入会おめで

とうございます。入会式が無事に過ぎ、晴れ

てロータリアンでございます。本年度のメー

タＲＩ会長テーマは「奉仕しよう　みんなの

人生を豊かにするために」。ＲＣには「四つ

のテスト」と「ＲＣの目的」がございます。

しっかり本を学び多くの友達をつくって頂き

たい。また、ＲＣには国際大会があり、自分

もアジア、北米、南米、欧州、アフリカの大会

に行って参りました。飯能ＲＣは非常に味の

あるクラブでございます。是非皆さんと楽し

んで、良いクラブにして頂きたいと思います。

ご入会と、皆様のご健康ご多幸、飯能ＲＣの

ますますの隆盛を祈念して、乾杯！

【会長報告】

　ウクライナには６８のＲＣ、２４のローター

アクトクラブがあるそうです。私達の同胞が

一日も早く平和を取り戻される事をお祈り申

し上げたいと思います。

　飯能ＲＣでは創立５周年の時から５年毎に

「周年記念誌」を作っており、全て事務局に保

管されていました。ＨＰリニューアルに併せ、

（株）ブラウズさんに依頼した全誌のＰＤＦ化が

一昨日完了。現在、ＨＰ上に「飯能ＲＣ図書室」

の枠を設け全ての周年記念誌の閲覧が出来る

よう作業を進めており、伝統あるクラブの歴

史にいつでも触れて頂けるようになります。

　３／２６・２７地区大会。土曜日、私と大野（康）

幹事、矢島（高）エレクトと選挙人として参加。

２００人程が参加した晩餐会ではＲＩ会長代理

の講話がありました。ＲＩでは規定審議会の

審議の結果、「地区」「ガバナー制度」を廃止し

た上で「地域」を設け、日本は全体が１つの

「地域」となるそうです。また、例会をお昼では

なく夜間に開催しているクラブが５０％超あ

るとの報告もあり、新たな時代の流れに向け

て持続出来るしくみ作りが大切なのだと教え

て頂いた講話でした。

　地区大会には１３名程で参加したのです

が、席上、２０２０年７月から２０２１年６月の

年度における「純増第１位・優秀クラブ」とし

て飯能ＲＣが表彰を頂きました。これは田辺

年度の成果ですので、本来であれば当時の田

辺会長、大野（泰）会員増強委員長に受け取っ

て頂くべきものですが、クラブを代表して私

が頂戴して参りました。事務局に大切に保管

させて頂き、ＨＰにも掲載させて頂きます。

【幹事報告】

　第１１回理事会を開催。地区よりウクライ

ナ支援の要請、１０万円を支援します。吉田（行）

会員にお願いしている「ゆるキャラ」が完成し

つつあります。ＩＭに配信で参加された方、

地区大会に参加された方全員に記念品があり

ます。ＲＩレート１ドル１３２円。

◎例会変更のお知らせ

◇所沢中央ＲＣ

・４／２５（月）　休会（定款７条）

◇所沢ＲＣ

・４／２６（火）　通常例会

・５／３（火）　 祝日により休会

◇入間南ＲＣ

・４／２６（火）　例会取止め（定款８－１－Ｃ）

・５／３（火）　 例会取止め（定款８－１－Ｃ）

・５／２４（火）　例会取止め（定款８－１－Ｃ）

・５／３１（火）　５／２７・２８親睦旅行に振替

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　　大野（泰）君

　５月の親睦旅行は中止という事で本日理事

会承認。４／１５（金）「飯能日高合同ゴルフコン

ペ」参加者に本日、組み合わせ表を配付。

◎環境保全委員会　　　　　　　　鈴木（康）君

　５／２９（日）「飯能新緑ツーデーマーチ」小雨決

行。飯能市役所中央玄関前１０時集合、１０時半

出発。精明コース。会費は委員会負担。感染

症対策のため飲食販売等はなく、ウォーキン

グに特化した大会となります。５／１１例会

までに事務局または私にお申し込み下さい。

◎次年度幹事　　　　　　　　　　　市川君

　資料を２種配付。「理事、役員、委員会構成

表」で所属をご確認下さい。５／１１・１２・１３

「座談会」、４／２６次年度役員・委員長「顔合わせ

会」（清河園）。変更・出欠届をお願い致します。

◎ＩＭの報告と御礼　　　新井副実行委員長

　コロナ禍での開催でご迷惑をおかけ致しま

した。神田（康）実行委員長の下、スタートしま

したが健康上の理由で副実行委員長の矢島（巌）

さんと私、２人で代理代行。にもかかわらず

皆様より絶大なご協力を頂き、各クラブから

の登録料の中で会計的にはやったつもりでし

た。不足金がやや出ましたが和泉ガバナー補

佐が補填して下さり、飯能クラブからの出費

は無く開催させて頂きました。動画で今も見

られますので是非見て頂きたいと思います。

お世話になりました。有難うございました。

【出席報告】無届欠席３ 吉田（武）出席向上委員

【Ｍ　　Ｕ】
３／１２（地区）矢島（高）君
　　　　　　 島田君
４／２（地区）矢島（高）君

【結婚・誕生日祝】

大野（泰）親睦活動委員長

◇古希おめでとう（１月）

　島田秀和君

◇米寿おめでとう（２月）

　細田吉春君

◇入会記念日おめでとう（１月）

　木川（一）君、間邉君、沢辺君、大野（正）君

　森田君、大津君、永安寺君

◇結婚記念日おめでとう（１月）

　山口君（父）、髙橋君、吉田（健）君

◇会員誕生日おめでとう（１月）

　山川君、間邉君、吉島君、佐々木君

　島田君、中川君、坂本（淳）君

◇夫人誕生日おめでとう（１月）

　吉田（武）夫人、半田夫人、大﨑夫人

◇入会記念日おめでとう（２月）

　大附君、馬場君、矢島（高）君、大野（康）君

　細田（吉）君、川口君

◇結婚記念日おめでとう（２月）

　大野（正）君（両親）、市川君、永安寺君

　大嶋君、斗光君、大木君、佐々木君、森君

◇会員誕生日おめでとう（２月）

　細田（吉）君、増島君、本間君、細田（伴）君

　五十嵐君、加藤君、矢島（高）君、大嶋君

◇夫人誕生日おめでとう（２月）

　木川（一）夫人、佐々木夫人、中川夫君

　福島夫人、細田（吉）夫人、川口夫人、小川夫人

◇入会記念日おめでとう（３月）

　中里（昌）君、柏木君、市川君

◇結婚記念日おめでとう（３月）

　川口君、矢島（高）君、本間君、大津君（両親）

　杉田君、吉田（行）君

◇会員誕生日おめでとう（３月）

　大野（康）君、小川君、鳥居君、杉田君

　柏木君、内沼君、前島君

◇夫人誕生日おめでとう（３月）

　神田（敬）夫人、吉島夫人、伊澤夫人、吉澤夫人

　鈴木（康）夫人、斗光夫人、大津様（母）

◇入会記念日おめでとう（４月）

　安藤君、島田君、髙橋君、坂本（淳）君

　大野（泰）君、小谷野（大）君、斗光君

◇結婚記念日おめでとう（４月）

　増島君、中川君、矢島（巌）君、木川（泰）君

　坂本（厚）君、小川君、吉田（武）君、前島君

◇会員誕生日おめでとう（４月）

　本橋君、伊澤君、斗光君、大附君

　大野（泰）君、沢辺君

◇夫人誕生日おめでとう（４月）

　柏木夫人、坂本（淳）夫人、神田（康）夫人（故人）

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ

・岡部先生、卓話をよろしくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　伊澤君、川口君

・原島様、ご入会おめでとうございます。よ

　ろしくお願いします。　　　　　　田辺君

・米寿の花を頂きました。これからもよろし

　くお願い致します。　　　　　　細田（吉）君

・古希のお祝い有難うございました。島田君

・入会記念日お祝い有難うございます。大附君

　　　中里（昌）君、間邉君、木川（一）君、島田君

　　 馬場君、森田君、小谷野（大）君、髙橋君

　大野（康）君、大野（正）君、川口君、矢島（高）君

・誕生日お祝い有難うございます。　大附君

　　　　間邉君、山川君、細田（吉）君、小川君

　　 矢島（高）君、大野（康）君、伊澤君、吉島君

　　　　加藤君、中川君、本橋君、五十嵐君

　　　　坂本（淳）君、内沼君、前島君、大嶋君

・結婚記念日お祝い有難うございます。

　 大木君、矢島（巌）君、前島君、森君、中川君

　 髙橋君、大野（正）君、吉田（行）君、永安寺君

　　　　大嶋君、川口君、矢島（高）君、小川君

・妻の誕生日お祝い有難うございます。

　細田（吉）君、吉田（武）君、大﨑君、木川（一）君

　　 神田（敬）君、鈴木（康）君、吉澤君、福島君

　半田君、川口君、伊澤君、吉島君、小川君

・長男が結婚しました。　　　　　大野（康）君

・「飯信クラブコンペ」においてハンディの

　お陰をもちまして優勝出来ました。「ヤング

　の部」でドラコン賞まで頂きました。有難う

　ございました。　　　　　　　　神田（敬）君

本日計１９８，０００円、累計額６９４，０００円。

◎２０日の例会当番は坂本（淳）、鈴木（康）会員です。

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　　　伊澤雑誌委員長

　１９７５年、川島町生まれ。４７歳。９８年、大学

を卒業後、就職。５年間の営業職。０２年、個人

でＩＴ関係の事業を開始。１２年、法人化し株

式会社を設立、現在に至る。川島町と近隣市町

村、都内でＰＣにおける作業、または業務等に

関して全般的にＩＴサポートサービスを提供。

主な事業内容は、ネットワーク構築、ＰＣや

周辺機器その他故障時のメンテナンス、ＩＴ

サポートサービス、ＩＴカウンセリングサー

ビス、ＰＣや周辺機器その他の販売、ＨＰ制作。

私とは２０年来の付き合いで、ＰＣは全部やっ

てもらっており、頼りになる人です。

　会社様、個人の方でも、今、パソコン（ＰＣ）

やスマートフォン（スマ

ホ）をお持ちでない方は

いらっしゃいますか。

今、普及率はすごく高く、

ＰＣ無しに社会は進まな

いと言われております。

　ＰＣはいくつかのパー

ツの集合体で、ＣＰＵ、

メモリ、マザーボード、

電源ユニット、ハードディスクまたはソリッド

ステートドライブ（ＳＳＤ）、光学ドライブ、

ディスプレイで構成され、これらを収納する

ＰＣケース、ゲーム用グラフィックボード、

キーボード、マウスで成り立っています。

　一番重視されるのが「ＣＰＵ（中央演算処理

装置）」で、ヒトの脳に当たります。この性能が

高ければ高いほど処理スピードは速くなりま

す。開発メーカーは、米国のインテル、ＡМＤ

の２社が最も多くのシェアを獲得しており、

主にはインテルです。性能や価格で大きく差

が出て参ります。

　インテルのＣＰＵは上位モデルから「Xeon

（ジーオン）」主にサーバーに導入。一般的な

ＰＣ用として「Core i7（コアアイセブン）」

「Core i5」「Core i3」「Pentium」「celeron」

「atom」。ＰＣ購入時には冊子の最後に必ず「ス

ペック表」があり、細かくこれらが載っていま

す。ＣＰＵのグレードによって他のパーツも

良くなっていますので、あまり下のグレード

の物を選んでしまうと「（処理が）遅くて仕事

にならない」という声をよく伺います。

　ＡМＤの製品はあまり見かけないと思いま

すが「Opteron（オプテロン）」「Zen」「Ryzen

（ライゼン）」「FX」「Fusion」「Turion Ⅱneo」

「Athlon Neo」となっています。特に「Fusion」

には「ＡＰＵ」が搭載されていて、これはＣＰＵ

の中にグラフィックス機能（ＧＰＵ）が同時に

搭載された先端の製品で、あまりお目にかか

ることはないのですが、こういったものも現

在では出てきています。

「メモリ」一時記憶領域。皆様の目の前のテー

ブルの大きさがメモリの容量だと考えて下さい。

「マザーボード」一番大きな基盤となるもの

でこの中にいろいろなパーツを組み込みます。

どんな性能の良いものでも電源を取らなけれ

ば動きませんので「電源ユニット」は大事な

パーツですね。「光学ドライブ」はＣＤ、ＤＶＤ、

ＢＤ－Ｒ等を再生したりデータを書き込んだ

りするパーツです。

　そして、これによって大きく性能差が出て

しまう「ハードディスク（ＨＤＤ）」「ＳＳＤ」。

ＨＤＤの最新ＯＳはWindows11。Windows10の最

後の頃になるとＨＤＤを積んだ製品のスピー

ドはかなり遅くなっていると思います。ＨＤＤ

からＳＳＤへの載せ替え等の依頼が弊社でも

増えており、これからＰＣを新規導入される方

はＳＳＤ搭載のものをおすすめ致します。

「ｅスポーツ」、聞いた事はあるでしょうか。

そのゲームの世界で重宝される「グラフィック

ボード」。この性能が良くないと３Ｄ映像がカ

クカクになったりゲームどころではなくなっ

てしまうので、ゲームを楽しまれる方、専門に

される方は良い物を積まれると思います。こ

れらを収納するのが「ＰＣケース」です。

「ＯＳ（オペレーティングシステム）」は「Windows」

「macOS」「Linux」が主流。Windowsのシェアが

９割近くて、一般的なご家庭、個人利用、そ

の他。macOSは主にデザイナーの方や医療関

係、研究者が使っています。研究者やプログ

ラマーが使うLinuxも普及しています。

　最後に、タブレット型ＰＣ、スマホについて

お話します。

　スマホを分解すると中身はＰＣと変わら

ず、唯一大きく異なるのがＣＰＵで、大部分

を占めるのがバッテリーです。ストレージ

（記憶領域）、通信機械（これによってWi-Fi、

４Ｇ、５Ｇ等の通信を行う）、メモリ。ディス

プレイは今ではほぼタッチパネルです。「静

電容量方式」という形で、人体の静電気を利用

して、画面のどこを押したかに反応して動か

す構造です。

　一番違うＣＰＵは「ＳoＣ（System-on-a-Chip）」

というもので、１個のＣＰＵの中がＧＰＵ、

ＮＰＵ、ＤＦＰ、通信モデム等を集約した回路：

ＬＳＩ（大規模集積回路：large scale integrat-

ed circuit）になっていて一元管理されていま

す。スマホを選ばれる時には、そのＣＰＵの

「コア数」で、高性能かどうかを判断して頂け

ればと思います。現在、主流では「クアッド

コア」（コア４個）、「ヘキサコア」（コア６個）、

「オクタコア」（コア８個）があり、オクタコア

でも安い製品であれば３、４万円位からあり

ます。それに準じて他の機能もレベルアップ

していますので、詳しく知りたいという方は

私の方までご質問を下さい。

　米国からHUAWEI（ファーウェイ）という会社

が阻害されている事はご存じかと思います。

HUAWEIのみに搭載されている、そこそこ性能

の高いHiSilicon（ハイシリコン）という（中国

の）メーカーで作られているＮＰＵ、ＡＩの処

理に特化したものになりますが、これによっ

て集めた情報が母国の中国に送られているの

ではないかというので弾かれているというの

が現状です。

　モバイル型のＯＳは「ｉＯＳ」、iPhoneに搭載

されているもの。その他は「Android」がメイ

ンとなっております。さらに「WindowsOS」

「BlackBerryOS」「FirefoxOS」等もございます。

　

桜の中央公園と天覧山 photo by  Hiroyuki Maejima
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雑 誌 月 間

第 例会

もっと夢を  もっと奉仕を

髙　　　橋　　　　　弘 大　　　野　　　　　康

例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.

天　候 晴

会　長 幹　事

例会日 水曜日（12:30～13:30）

事務局：飯能商工会議所内



・点　鐘　髙橋会長

・ソング　君が代　奉仕の理想

・四つのテスト唱和 神田（敬）職業奉仕委員長

・卓　話　岡部潤一様

【入会式】

◎新入会員紹介　　　　　　　　　　髙橋君

秦　誠（はたまこと）会員　Ｓ５５年、北京で生まれ、

育つ。２児の父、４１歳。同じ年の頃に私もＲＣ

に入会しました。この先、２０年、３０年と活躍

してくれる事と思います。４人家族で岩沢在住。

Ｈ１４年、北京工業大学卒業。同年、日本の大手

メーカーの現地法人に採用。翌年、本社への

出向を契機に来日。Ｈ１７年、別の大手メーカー

のソフトウェア関係の子会社に転職。Ｈ２２

年、日本国籍を取得。Ｈ２３年、上海の現地法人

に出向。技術部部長、コンサルティング部部長

を歴任。一貫して製造業のＩＴ化、特にＩＴに

よる生産管理業務の効率化を研究、実践され

てきた実績の持ち主です。

Ｈ２６年、日本に帰任後、

退職。同年「グローバル

レジェンズ（株）」（飯能市

柳町）設立。現在、不動産

賃貸業を中心とした活動

をされています。

◎秦会員挨拶

　飯能ＲＣに入会出来、

心から嬉しく思っております。２２歳で来日し

今年で１９年目。微力ですがクラブ活動を盛り

上げられたらと思っております。どうぞよろ

しくお願い致します。

◎新入会員紹介　　　　　　　　　吉田（行）君

原島伊佐夫（はらしまいさお）会員　Ｓ４０年生まれ、

５６歳。飯能幼稚園、飯能第一、富士見小学校、

飯能第一中学校卒の飯能っ子。杏林大学を優

秀な成績で卒業。Ｓ６３年、飯能信用金庫入行。

一丁目青年会に所属、お祭りの時にはお神輿

を担いだり、お馴染みの方もいらっしゃるか

と思います。Ｈ４年、結婚。お子様３人、５人家

族。武蔵台在住。Ｈ２３年、高萩、Ｈ２６年、東飯能

支店長。鶴ヶ島、入間を経て今年から飯能中央

支店長。釣り、自治会活動が趣味。大変誠実で

真面目な方ですので早く馴染んで頂いて良い

仲間に入って頂けたらと思います。

◎原島会員挨拶

　３月に入間支店より参

りました。前・金山支店長

は業務の都合で参ってお

りませんが、よろしくお

伝え下さいとの事です。

ずっと飯能に居り、この会

が素晴らしい会だという

事をよく知っております。

入会させて頂き非常に嬉しく思っています。

未熟ですがご指導よろしくお願いします。

◎髙橋会長よりバッジ装着／歓迎の言葉／誓

いの言葉／額・四つのテスト・バナー贈呈／

島田ＲＣ情報委員長より資料贈呈／大野（康）

幹事より会員証贈呈・所属発表：秦会員「会報・

広報」、原島会員「会員増強」／記念撮影

◎乾杯：山川パスト会長

　優秀なる素晴らしいお２人のご入会おめで

とうございます。入会式が無事に過ぎ、晴れ

てロータリアンでございます。本年度のメー

タＲＩ会長テーマは「奉仕しよう　みんなの

人生を豊かにするために」。ＲＣには「四つ

のテスト」と「ＲＣの目的」がございます。

しっかり本を学び多くの友達をつくって頂き

たい。また、ＲＣには国際大会があり、自分

もアジア、北米、南米、欧州、アフリカの大会

に行って参りました。飯能ＲＣは非常に味の

あるクラブでございます。是非皆さんと楽し

んで、良いクラブにして頂きたいと思います。

ご入会と、皆様のご健康ご多幸、飯能ＲＣの

ますますの隆盛を祈念して、乾杯！

【会長報告】

　ウクライナには６８のＲＣ、２４のローター

アクトクラブがあるそうです。私達の同胞が

一日も早く平和を取り戻される事をお祈り申

し上げたいと思います。

　飯能ＲＣでは創立５周年の時から５年毎に

「周年記念誌」を作っており、全て事務局に保

管されていました。ＨＰリニューアルに併せ、

（株）ブラウズさんに依頼した全誌のＰＤＦ化が

一昨日完了。現在、ＨＰ上に「飯能ＲＣ図書室」

の枠を設け全ての周年記念誌の閲覧が出来る

よう作業を進めており、伝統あるクラブの歴

史にいつでも触れて頂けるようになります。

　３／２６・２７地区大会。土曜日、私と大野（康）

幹事、矢島（高）エレクトと選挙人として参加。

２００人程が参加した晩餐会ではＲＩ会長代理

の講話がありました。ＲＩでは規定審議会の

審議の結果、「地区」「ガバナー制度」を廃止し

た上で「地域」を設け、日本は全体が１つの

「地域」となるそうです。また、例会をお昼では

なく夜間に開催しているクラブが５０％超あ

るとの報告もあり、新たな時代の流れに向け

て持続出来るしくみ作りが大切なのだと教え

て頂いた講話でした。

　地区大会には１３名程で参加したのです

が、席上、２０２０年７月から２０２１年６月の

年度における「純増第１位・優秀クラブ」とし

て飯能ＲＣが表彰を頂きました。これは田辺

年度の成果ですので、本来であれば当時の田

辺会長、大野（泰）会員増強委員長に受け取っ

て頂くべきものですが、クラブを代表して私

が頂戴して参りました。事務局に大切に保管

させて頂き、ＨＰにも掲載させて頂きます。

【幹事報告】

　第１１回理事会を開催。地区よりウクライ

ナ支援の要請、１０万円を支援します。吉田（行）

会員にお願いしている「ゆるキャラ」が完成し

つつあります。ＩＭに配信で参加された方、

地区大会に参加された方全員に記念品があり

ます。ＲＩレート１ドル１３２円。

◎例会変更のお知らせ

◇所沢中央ＲＣ

・４／２５（月）　休会（定款７条）

◇所沢ＲＣ

・４／２６（火）　通常例会

・５／３（火）　 祝日により休会

◇入間南ＲＣ

・４／２６（火）　例会取止め（定款８－１－Ｃ）

・５／３（火）　 例会取止め（定款８－１－Ｃ）

・５／２４（火）　例会取止め（定款８－１－Ｃ）

・５／３１（火）　５／２７・２８親睦旅行に振替

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　　大野（泰）君

　５月の親睦旅行は中止という事で本日理事

会承認。４／１５（金）「飯能日高合同ゴルフコン

ペ」参加者に本日、組み合わせ表を配付。

◎環境保全委員会　　　　　　　　鈴木（康）君

　５／２９（日）「飯能新緑ツーデーマーチ」小雨決

行。飯能市役所中央玄関前１０時集合、１０時半

出発。精明コース。会費は委員会負担。感染

症対策のため飲食販売等はなく、ウォーキン

グに特化した大会となります。５／１１例会

までに事務局または私にお申し込み下さい。

◎次年度幹事　　　　　　　　　　　市川君

　資料を２種配付。「理事、役員、委員会構成

表」で所属をご確認下さい。５／１１・１２・１３

「座談会」、４／２６次年度役員・委員長「顔合わせ

会」（清河園）。変更・出欠届をお願い致します。

◎ＩＭの報告と御礼　　　新井副実行委員長

　コロナ禍での開催でご迷惑をおかけ致しま

した。神田（康）実行委員長の下、スタートしま

したが健康上の理由で副実行委員長の矢島（巌）

さんと私、２人で代理代行。にもかかわらず

皆様より絶大なご協力を頂き、各クラブから

の登録料の中で会計的にはやったつもりでし

た。不足金がやや出ましたが和泉ガバナー補

佐が補填して下さり、飯能クラブからの出費

は無く開催させて頂きました。動画で今も見

られますので是非見て頂きたいと思います。

お世話になりました。有難うございました。

【出席報告】無届欠席３ 吉田（武）出席向上委員

【Ｍ　　Ｕ】
３／１２（地区）矢島（高）君
　　　　　　 島田君
４／２（地区）矢島（高）君

【結婚・誕生日祝】

大野（泰）親睦活動委員長

◇古希おめでとう（１月）

　島田秀和君

◇米寿おめでとう（２月）

　細田吉春君

◇入会記念日おめでとう（１月）

　木川（一）君、間邉君、沢辺君、大野（正）君

　森田君、大津君、永安寺君

◇結婚記念日おめでとう（１月）

　山口君（父）、髙橋君、吉田（健）君

◇会員誕生日おめでとう（１月）

　山川君、間邉君、吉島君、佐々木君

　島田君、中川君、坂本（淳）君

◇夫人誕生日おめでとう（１月）

　吉田（武）夫人、半田夫人、大﨑夫人

◇入会記念日おめでとう（２月）

　大附君、馬場君、矢島（高）君、大野（康）君

　細田（吉）君、川口君

◇結婚記念日おめでとう（２月）

　大野（正）君（両親）、市川君、永安寺君

　大嶋君、斗光君、大木君、佐々木君、森君

◇会員誕生日おめでとう（２月）

　細田（吉）君、増島君、本間君、細田（伴）君

　五十嵐君、加藤君、矢島（高）君、大嶋君

◇夫人誕生日おめでとう（２月）

　木川（一）夫人、佐々木夫人、中川夫君

　福島夫人、細田（吉）夫人、川口夫人、小川夫人

◇入会記念日おめでとう（３月）

　中里（昌）君、柏木君、市川君

◇結婚記念日おめでとう（３月）

　川口君、矢島（高）君、本間君、大津君（両親）

　杉田君、吉田（行）君

◇会員誕生日おめでとう（３月）

　大野（康）君、小川君、鳥居君、杉田君

　柏木君、内沼君、前島君

◇夫人誕生日おめでとう（３月）

　神田（敬）夫人、吉島夫人、伊澤夫人、吉澤夫人

　鈴木（康）夫人、斗光夫人、大津様（母）

◇入会記念日おめでとう（４月）

　安藤君、島田君、髙橋君、坂本（淳）君

　大野（泰）君、小谷野（大）君、斗光君

◇結婚記念日おめでとう（４月）

　増島君、中川君、矢島（巌）君、木川（泰）君

　坂本（厚）君、小川君、吉田（武）君、前島君

◇会員誕生日おめでとう（４月）

　本橋君、伊澤君、斗光君、大附君

　大野（泰）君、沢辺君

◇夫人誕生日おめでとう（４月）

　柏木夫人、坂本（淳）夫人、神田（康）夫人（故人）

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ

・岡部先生、卓話をよろしくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　伊澤君、川口君

・原島様、ご入会おめでとうございます。よ

　ろしくお願いします。　　　　　　田辺君

・米寿の花を頂きました。これからもよろし

　くお願い致します。　　　　　　細田（吉）君

・古希のお祝い有難うございました。島田君

・入会記念日お祝い有難うございます。大附君

　　　中里（昌）君、間邉君、木川（一）君、島田君

　　 馬場君、森田君、小谷野（大）君、髙橋君

　大野（康）君、大野（正）君、川口君、矢島（高）君

・誕生日お祝い有難うございます。　大附君

　　　　間邉君、山川君、細田（吉）君、小川君

　　 矢島（高）君、大野（康）君、伊澤君、吉島君

　　　　加藤君、中川君、本橋君、五十嵐君

　　　　坂本（淳）君、内沼君、前島君、大嶋君

・結婚記念日お祝い有難うございます。

　 大木君、矢島（巌）君、前島君、森君、中川君

　 髙橋君、大野（正）君、吉田（行）君、永安寺君

　　　　大嶋君、川口君、矢島（高）君、小川君

・妻の誕生日お祝い有難うございます。

　細田（吉）君、吉田（武）君、大﨑君、木川（一）君

　　 神田（敬）君、鈴木（康）君、吉澤君、福島君

　半田君、川口君、伊澤君、吉島君、小川君

・長男が結婚しました。　　　　　大野（康）君

・「飯信クラブコンペ」においてハンディの

　お陰をもちまして優勝出来ました。「ヤング

　の部」でドラコン賞まで頂きました。有難う

　ございました。　　　　　　　　神田（敬）君

本日計１９８，０００円、累計額６９４，０００円。

◎２０日の例会当番は坂本（淳）、鈴木（康）会員です。

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　　　伊澤雑誌委員長

　１９７５年、川島町生まれ。４７歳。９８年、大学

を卒業後、就職。５年間の営業職。０２年、個人

でＩＴ関係の事業を開始。１２年、法人化し株

式会社を設立、現在に至る。川島町と近隣市町

村、都内でＰＣにおける作業、または業務等に

関して全般的にＩＴサポートサービスを提供。

主な事業内容は、ネットワーク構築、ＰＣや

周辺機器その他故障時のメンテナンス、ＩＴ

サポートサービス、ＩＴカウンセリングサー

ビス、ＰＣや周辺機器その他の販売、ＨＰ制作。

私とは２０年来の付き合いで、ＰＣは全部やっ

てもらっており、頼りになる人です。

　会社様、個人の方でも、今、パソコン（ＰＣ）

やスマートフォン（スマ

ホ）をお持ちでない方は

いらっしゃいますか。

今、普及率はすごく高く、

ＰＣ無しに社会は進まな

いと言われております。

　ＰＣはいくつかのパー

ツの集合体で、ＣＰＵ、

メモリ、マザーボード、

電源ユニット、ハードディスクまたはソリッド

ステートドライブ（ＳＳＤ）、光学ドライブ、

ディスプレイで構成され、これらを収納する

ＰＣケース、ゲーム用グラフィックボード、

キーボード、マウスで成り立っています。

　一番重視されるのが「ＣＰＵ（中央演算処理

装置）」で、ヒトの脳に当たります。この性能が

高ければ高いほど処理スピードは速くなりま

す。開発メーカーは、米国のインテル、ＡМＤ

の２社が最も多くのシェアを獲得しており、

主にはインテルです。性能や価格で大きく差

が出て参ります。

　インテルのＣＰＵは上位モデルから「Xeon

（ジーオン）」主にサーバーに導入。一般的な

ＰＣ用として「Core i7（コアアイセブン）」

「Core i5」「Core i3」「Pentium」「celeron」

「atom」。ＰＣ購入時には冊子の最後に必ず「ス

ペック表」があり、細かくこれらが載っていま

す。ＣＰＵのグレードによって他のパーツも

良くなっていますので、あまり下のグレード

の物を選んでしまうと「（処理が）遅くて仕事

にならない」という声をよく伺います。

　ＡМＤの製品はあまり見かけないと思いま

すが「Opteron（オプテロン）」「Zen」「Ryzen

（ライゼン）」「FX」「Fusion」「Turion Ⅱneo」

「Athlon Neo」となっています。特に「Fusion」

には「ＡＰＵ」が搭載されていて、これはＣＰＵ

の中にグラフィックス機能（ＧＰＵ）が同時に

搭載された先端の製品で、あまりお目にかか

ることはないのですが、こういったものも現

在では出てきています。

「メモリ」一時記憶領域。皆様の目の前のテー

ブルの大きさがメモリの容量だと考えて下さい。

「マザーボード」一番大きな基盤となるもの

でこの中にいろいろなパーツを組み込みます。

どんな性能の良いものでも電源を取らなけれ

ば動きませんので「電源ユニット」は大事な

パーツですね。「光学ドライブ」はＣＤ、ＤＶＤ、

ＢＤ－Ｒ等を再生したりデータを書き込んだ

りするパーツです。

　そして、これによって大きく性能差が出て

しまう「ハードディスク（ＨＤＤ）」「ＳＳＤ」。

ＨＤＤの最新ＯＳはWindows11。Windows10の最

後の頃になるとＨＤＤを積んだ製品のスピー

ドはかなり遅くなっていると思います。ＨＤＤ

からＳＳＤへの載せ替え等の依頼が弊社でも

増えており、これからＰＣを新規導入される方

はＳＳＤ搭載のものをおすすめ致します。

「ｅスポーツ」、聞いた事はあるでしょうか。

そのゲームの世界で重宝される「グラフィック

ボード」。この性能が良くないと３Ｄ映像がカ

クカクになったりゲームどころではなくなっ

てしまうので、ゲームを楽しまれる方、専門に

される方は良い物を積まれると思います。こ

れらを収納するのが「ＰＣケース」です。

「ＯＳ（オペレーティングシステム）」は「Windows」

「macOS」「Linux」が主流。Windowsのシェアが

９割近くて、一般的なご家庭、個人利用、そ

の他。macOSは主にデザイナーの方や医療関

係、研究者が使っています。研究者やプログ

ラマーが使うLinuxも普及しています。

　最後に、タブレット型ＰＣ、スマホについて

お話します。

　スマホを分解すると中身はＰＣと変わら

ず、唯一大きく異なるのがＣＰＵで、大部分

を占めるのがバッテリーです。ストレージ

（記憶領域）、通信機械（これによってWi-Fi、

４Ｇ、５Ｇ等の通信を行う）、メモリ。ディス

プレイは今ではほぼタッチパネルです。「静

電容量方式」という形で、人体の静電気を利用

して、画面のどこを押したかに反応して動か

す構造です。

　一番違うＣＰＵは「ＳoＣ（System-on-a-Chip）」

というもので、１個のＣＰＵの中がＧＰＵ、

ＮＰＵ、ＤＦＰ、通信モデム等を集約した回路：

ＬＳＩ（大規模集積回路：large scale integrat-

ed circuit）になっていて一元管理されていま

す。スマホを選ばれる時には、そのＣＰＵの

「コア数」で、高性能かどうかを判断して頂け

ればと思います。現在、主流では「クアッド

コア」（コア４個）、「ヘキサコア」（コア６個）、

「オクタコア」（コア８個）があり、オクタコア

でも安い製品であれば３、４万円位からあり

ます。それに準じて他の機能もレベルアップ

していますので、詳しく知りたいという方は

私の方までご質問を下さい。

　米国からHUAWEI（ファーウェイ）という会社

が阻害されている事はご存じかと思います。

HUAWEIのみに搭載されている、そこそこ性能

の高いHiSilicon（ハイシリコン）という（中国

の）メーカーで作られているＮＰＵ、ＡＩの処

理に特化したものになりますが、これによっ

て集めた情報が母国の中国に送られているの

ではないかというので弾かれているというの

が現状です。

　モバイル型のＯＳは「ｉＯＳ」、iPhoneに搭載

されているもの。その他は「Android」がメイ

ンとなっております。さらに「WindowsOS」

「BlackBerryOS」「FirefoxOS」等もございます。
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・点　鐘　髙橋会長

・ソング　君が代　奉仕の理想

・四つのテスト唱和 神田（敬）職業奉仕委員長

・卓　話　岡部潤一様

【入会式】

◎新入会員紹介　　　　　　　　　　髙橋君

秦　誠（はたまこと）会員　Ｓ５５年、北京で生まれ、

育つ。２児の父、４１歳。同じ年の頃に私もＲＣ

に入会しました。この先、２０年、３０年と活躍

してくれる事と思います。４人家族で岩沢在住。

Ｈ１４年、北京工業大学卒業。同年、日本の大手

メーカーの現地法人に採用。翌年、本社への

出向を契機に来日。Ｈ１７年、別の大手メーカー

のソフトウェア関係の子会社に転職。Ｈ２２

年、日本国籍を取得。Ｈ２３年、上海の現地法人

に出向。技術部部長、コンサルティング部部長

を歴任。一貫して製造業のＩＴ化、特にＩＴに

よる生産管理業務の効率化を研究、実践され

てきた実績の持ち主です。

Ｈ２６年、日本に帰任後、

退職。同年「グローバル

レジェンズ（株）」（飯能市

柳町）設立。現在、不動産

賃貸業を中心とした活動

をされています。

◎秦会員挨拶

　飯能ＲＣに入会出来、

心から嬉しく思っております。２２歳で来日し

今年で１９年目。微力ですがクラブ活動を盛り

上げられたらと思っております。どうぞよろ

しくお願い致します。

◎新入会員紹介　　　　　　　　　吉田（行）君

原島伊佐夫（はらしまいさお）会員　Ｓ４０年生まれ、

５６歳。飯能幼稚園、飯能第一、富士見小学校、

飯能第一中学校卒の飯能っ子。杏林大学を優

秀な成績で卒業。Ｓ６３年、飯能信用金庫入行。

一丁目青年会に所属、お祭りの時にはお神輿

を担いだり、お馴染みの方もいらっしゃるか

と思います。Ｈ４年、結婚。お子様３人、５人家

族。武蔵台在住。Ｈ２３年、高萩、Ｈ２６年、東飯能

支店長。鶴ヶ島、入間を経て今年から飯能中央

支店長。釣り、自治会活動が趣味。大変誠実で

真面目な方ですので早く馴染んで頂いて良い

仲間に入って頂けたらと思います。

◎原島会員挨拶

　３月に入間支店より参

りました。前・金山支店長

は業務の都合で参ってお

りませんが、よろしくお

伝え下さいとの事です。

ずっと飯能に居り、この会

が素晴らしい会だという

事をよく知っております。

入会させて頂き非常に嬉しく思っています。

未熟ですがご指導よろしくお願いします。

◎髙橋会長よりバッジ装着／歓迎の言葉／誓

いの言葉／額・四つのテスト・バナー贈呈／

島田ＲＣ情報委員長より資料贈呈／大野（康）

幹事より会員証贈呈・所属発表：秦会員「会報・

広報」、原島会員「会員増強」／記念撮影

◎乾杯：山川パスト会長

　優秀なる素晴らしいお２人のご入会おめで

とうございます。入会式が無事に過ぎ、晴れ

てロータリアンでございます。本年度のメー

タＲＩ会長テーマは「奉仕しよう　みんなの

人生を豊かにするために」。ＲＣには「四つ

のテスト」と「ＲＣの目的」がございます。

しっかり本を学び多くの友達をつくって頂き

たい。また、ＲＣには国際大会があり、自分

もアジア、北米、南米、欧州、アフリカの大会

に行って参りました。飯能ＲＣは非常に味の

あるクラブでございます。是非皆さんと楽し

んで、良いクラブにして頂きたいと思います。

ご入会と、皆様のご健康ご多幸、飯能ＲＣの

ますますの隆盛を祈念して、乾杯！

【会長報告】

　ウクライナには６８のＲＣ、２４のローター

アクトクラブがあるそうです。私達の同胞が

一日も早く平和を取り戻される事をお祈り申

し上げたいと思います。

　飯能ＲＣでは創立５周年の時から５年毎に

「周年記念誌」を作っており、全て事務局に保

管されていました。ＨＰリニューアルに併せ、

（株）ブラウズさんに依頼した全誌のＰＤＦ化が

一昨日完了。現在、ＨＰ上に「飯能ＲＣ図書室」

の枠を設け全ての周年記念誌の閲覧が出来る

よう作業を進めており、伝統あるクラブの歴

史にいつでも触れて頂けるようになります。

　３／２６・２７地区大会。土曜日、私と大野（康）

幹事、矢島（高）エレクトと選挙人として参加。

２００人程が参加した晩餐会ではＲＩ会長代理

の講話がありました。ＲＩでは規定審議会の

審議の結果、「地区」「ガバナー制度」を廃止し

た上で「地域」を設け、日本は全体が１つの

「地域」となるそうです。また、例会をお昼では

なく夜間に開催しているクラブが５０％超あ

るとの報告もあり、新たな時代の流れに向け

て持続出来るしくみ作りが大切なのだと教え

て頂いた講話でした。

　地区大会には１３名程で参加したのです

が、席上、２０２０年７月から２０２１年６月の

年度における「純増第１位・優秀クラブ」とし

て飯能ＲＣが表彰を頂きました。これは田辺

年度の成果ですので、本来であれば当時の田

辺会長、大野（泰）会員増強委員長に受け取っ

て頂くべきものですが、クラブを代表して私

が頂戴して参りました。事務局に大切に保管

させて頂き、ＨＰにも掲載させて頂きます。

【幹事報告】

　第１１回理事会を開催。地区よりウクライ

ナ支援の要請、１０万円を支援します。吉田（行）

会員にお願いしている「ゆるキャラ」が完成し

つつあります。ＩＭに配信で参加された方、

地区大会に参加された方全員に記念品があり

ます。ＲＩレート１ドル１３２円。

◎例会変更のお知らせ

◇所沢中央ＲＣ

・４／２５（月）　休会（定款７条）

◇所沢ＲＣ

・４／２６（火）　通常例会

・５／３（火）　 祝日により休会

◇入間南ＲＣ

・４／２６（火）　例会取止め（定款８－１－Ｃ）

・５／３（火）　 例会取止め（定款８－１－Ｃ）

・５／２４（火）　例会取止め（定款８－１－Ｃ）

・５／３１（火）　５／２７・２８親睦旅行に振替

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　　大野（泰）君

　５月の親睦旅行は中止という事で本日理事

会承認。４／１５（金）「飯能日高合同ゴルフコン

ペ」参加者に本日、組み合わせ表を配付。

◎環境保全委員会　　　　　　　　鈴木（康）君

　５／２９（日）「飯能新緑ツーデーマーチ」小雨決

行。飯能市役所中央玄関前１０時集合、１０時半

出発。精明コース。会費は委員会負担。感染

症対策のため飲食販売等はなく、ウォーキン

グに特化した大会となります。５／１１例会

までに事務局または私にお申し込み下さい。

◎次年度幹事　　　　　　　　　　　市川君

　資料を２種配付。「理事、役員、委員会構成

表」で所属をご確認下さい。５／１１・１２・１３

「座談会」、４／２６次年度役員・委員長「顔合わせ

会」（清河園）。変更・出欠届をお願い致します。

◎ＩＭの報告と御礼　　　新井副実行委員長

　コロナ禍での開催でご迷惑をおかけ致しま

した。神田（康）実行委員長の下、スタートしま

したが健康上の理由で副実行委員長の矢島（巌）

さんと私、２人で代理代行。にもかかわらず

皆様より絶大なご協力を頂き、各クラブから

の登録料の中で会計的にはやったつもりでし

た。不足金がやや出ましたが和泉ガバナー補

佐が補填して下さり、飯能クラブからの出費

は無く開催させて頂きました。動画で今も見

られますので是非見て頂きたいと思います。

お世話になりました。有難うございました。

【出席報告】無届欠席３ 吉田（武）出席向上委員

【Ｍ　　Ｕ】
３／１２（地区）矢島（高）君
　　　　　　 島田君
４／２（地区）矢島（高）君

【結婚・誕生日祝】

大野（泰）親睦活動委員長

◇古希おめでとう（１月）

　島田秀和君

◇米寿おめでとう（２月）

　細田吉春君

◇入会記念日おめでとう（１月）

　木川（一）君、間邉君、沢辺君、大野（正）君

　森田君、大津君、永安寺君

◇結婚記念日おめでとう（１月）

　山口君（父）、髙橋君、吉田（健）君

◇会員誕生日おめでとう（１月）

　山川君、間邉君、吉島君、佐々木君

　島田君、中川君、坂本（淳）君

◇夫人誕生日おめでとう（１月）

　吉田（武）夫人、半田夫人、大﨑夫人

◇入会記念日おめでとう（２月）

　大附君、馬場君、矢島（高）君、大野（康）君

　細田（吉）君、川口君

◇結婚記念日おめでとう（２月）

　大野（正）君（両親）、市川君、永安寺君

　大嶋君、斗光君、大木君、佐々木君、森君

◇会員誕生日おめでとう（２月）

　細田（吉）君、増島君、本間君、細田（伴）君

　五十嵐君、加藤君、矢島（高）君、大嶋君

◇夫人誕生日おめでとう（２月）

　木川（一）夫人、佐々木夫人、中川夫君

　福島夫人、細田（吉）夫人、川口夫人、小川夫人

◇入会記念日おめでとう（３月）

　中里（昌）君、柏木君、市川君

◇結婚記念日おめでとう（３月）

　川口君、矢島（高）君、本間君、大津君（両親）

　杉田君、吉田（行）君

◇会員誕生日おめでとう（３月）

　大野（康）君、小川君、鳥居君、杉田君

　柏木君、内沼君、前島君

◇夫人誕生日おめでとう（３月）

　神田（敬）夫人、吉島夫人、伊澤夫人、吉澤夫人

　鈴木（康）夫人、斗光夫人、大津様（母）

◇入会記念日おめでとう（４月）

　安藤君、島田君、髙橋君、坂本（淳）君

　大野（泰）君、小谷野（大）君、斗光君

◇結婚記念日おめでとう（４月）

　増島君、中川君、矢島（巌）君、木川（泰）君

　坂本（厚）君、小川君、吉田（武）君、前島君

◇会員誕生日おめでとう（４月）

　本橋君、伊澤君、斗光君、大附君

　大野（泰）君、沢辺君

◇夫人誕生日おめでとう（４月）

　柏木夫人、坂本（淳）夫人、神田（康）夫人（故人）

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ

・岡部先生、卓話をよろしくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　伊澤君、川口君

・原島様、ご入会おめでとうございます。よ

　ろしくお願いします。　　　　　　田辺君

・米寿の花を頂きました。これからもよろし

　くお願い致します。　　　　　　細田（吉）君

・古希のお祝い有難うございました。島田君

・入会記念日お祝い有難うございます。大附君

　　　中里（昌）君、間邉君、木川（一）君、島田君

　　 馬場君、森田君、小谷野（大）君、髙橋君

　大野（康）君、大野（正）君、川口君、矢島（高）君

・誕生日お祝い有難うございます。　大附君

　　　　間邉君、山川君、細田（吉）君、小川君

　　 矢島（高）君、大野（康）君、伊澤君、吉島君

　　　　加藤君、中川君、本橋君、五十嵐君

　　　　坂本（淳）君、内沼君、前島君、大嶋君

・結婚記念日お祝い有難うございます。

　 大木君、矢島（巌）君、前島君、森君、中川君

　 髙橋君、大野（正）君、吉田（行）君、永安寺君

　　　　大嶋君、川口君、矢島（高）君、小川君

・妻の誕生日お祝い有難うございます。

　細田（吉）君、吉田（武）君、大﨑君、木川（一）君

　　 神田（敬）君、鈴木（康）君、吉澤君、福島君

　半田君、川口君、伊澤君、吉島君、小川君

・長男が結婚しました。　　　　　大野（康）君

・「飯信クラブコンペ」においてハンディの

　お陰をもちまして優勝出来ました。「ヤング

　の部」でドラコン賞まで頂きました。有難う

　ございました。　　　　　　　　神田（敬）君

本日計１９８，０００円、累計額６９４，０００円。

◎２０日の例会当番は坂本（淳）、鈴木（康）会員です。

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　　　伊澤雑誌委員長

　１９７５年、川島町生まれ。４７歳。９８年、大学

を卒業後、就職。５年間の営業職。０２年、個人

でＩＴ関係の事業を開始。１２年、法人化し株

式会社を設立、現在に至る。川島町と近隣市町

村、都内でＰＣにおける作業、または業務等に

関して全般的にＩＴサポートサービスを提供。

主な事業内容は、ネットワーク構築、ＰＣや

周辺機器その他故障時のメンテナンス、ＩＴ

サポートサービス、ＩＴカウンセリングサー

ビス、ＰＣや周辺機器その他の販売、ＨＰ制作。

私とは２０年来の付き合いで、ＰＣは全部やっ

てもらっており、頼りになる人です。

　会社様、個人の方でも、今、パソコン（ＰＣ）

やスマートフォン（スマ

ホ）をお持ちでない方は

いらっしゃいますか。

今、普及率はすごく高く、

ＰＣ無しに社会は進まな

いと言われております。

　ＰＣはいくつかのパー

ツの集合体で、ＣＰＵ、

メモリ、マザーボード、

電源ユニット、ハードディスクまたはソリッド

ステートドライブ（ＳＳＤ）、光学ドライブ、

ディスプレイで構成され、これらを収納する

ＰＣケース、ゲーム用グラフィックボード、

キーボード、マウスで成り立っています。

　一番重視されるのが「ＣＰＵ（中央演算処理

装置）」で、ヒトの脳に当たります。この性能が

高ければ高いほど処理スピードは速くなりま

す。開発メーカーは、米国のインテル、ＡМＤ

の２社が最も多くのシェアを獲得しており、

主にはインテルです。性能や価格で大きく差

が出て参ります。

　インテルのＣＰＵは上位モデルから「Xeon

（ジーオン）」主にサーバーに導入。一般的な

ＰＣ用として「Core i7（コアアイセブン）」

「Core i5」「Core i3」「Pentium」「celeron」

「atom」。ＰＣ購入時には冊子の最後に必ず「ス

ペック表」があり、細かくこれらが載っていま

す。ＣＰＵのグレードによって他のパーツも

良くなっていますので、あまり下のグレード

の物を選んでしまうと「（処理が）遅くて仕事

にならない」という声をよく伺います。

　ＡМＤの製品はあまり見かけないと思いま

すが「Opteron（オプテロン）」「Zen」「Ryzen

（ライゼン）」「FX」「Fusion」「Turion Ⅱneo」

「Athlon Neo」となっています。特に「Fusion」

には「ＡＰＵ」が搭載されていて、これはＣＰＵ

の中にグラフィックス機能（ＧＰＵ）が同時に

搭載された先端の製品で、あまりお目にかか

ることはないのですが、こういったものも現

在では出てきています。

「メモリ」一時記憶領域。皆様の目の前のテー

ブルの大きさがメモリの容量だと考えて下さい。

「マザーボード」一番大きな基盤となるもの

でこの中にいろいろなパーツを組み込みます。

どんな性能の良いものでも電源を取らなけれ

ば動きませんので「電源ユニット」は大事な

パーツですね。「光学ドライブ」はＣＤ、ＤＶＤ、

ＢＤ－Ｒ等を再生したりデータを書き込んだ

りするパーツです。

　そして、これによって大きく性能差が出て

しまう「ハードディスク（ＨＤＤ）」「ＳＳＤ」。

ＨＤＤの最新ＯＳはWindows11。Windows10の最

後の頃になるとＨＤＤを積んだ製品のスピー

ドはかなり遅くなっていると思います。ＨＤＤ

からＳＳＤへの載せ替え等の依頼が弊社でも

増えており、これからＰＣを新規導入される方

はＳＳＤ搭載のものをおすすめ致します。

「ｅスポーツ」、聞いた事はあるでしょうか。

そのゲームの世界で重宝される「グラフィック

ボード」。この性能が良くないと３Ｄ映像がカ

クカクになったりゲームどころではなくなっ

てしまうので、ゲームを楽しまれる方、専門に

される方は良い物を積まれると思います。こ

れらを収納するのが「ＰＣケース」です。

「ＯＳ（オペレーティングシステム）」は「Windows」

「macOS」「Linux」が主流。Windowsのシェアが

９割近くて、一般的なご家庭、個人利用、そ

の他。macOSは主にデザイナーの方や医療関

係、研究者が使っています。研究者やプログ

ラマーが使うLinuxも普及しています。

　最後に、タブレット型ＰＣ、スマホについて

お話します。

　スマホを分解すると中身はＰＣと変わら

ず、唯一大きく異なるのがＣＰＵで、大部分

を占めるのがバッテリーです。ストレージ

（記憶領域）、通信機械（これによってWi-Fi、

４Ｇ、５Ｇ等の通信を行う）、メモリ。ディス

プレイは今ではほぼタッチパネルです。「静

電容量方式」という形で、人体の静電気を利用

して、画面のどこを押したかに反応して動か

す構造です。

　一番違うＣＰＵは「ＳoＣ（System-on-a-Chip）」

というもので、１個のＣＰＵの中がＧＰＵ、

ＮＰＵ、ＤＦＰ、通信モデム等を集約した回路：

ＬＳＩ（大規模集積回路：large scale integrat-

ed circuit）になっていて一元管理されていま

す。スマホを選ばれる時には、そのＣＰＵの

「コア数」で、高性能かどうかを判断して頂け

ればと思います。現在、主流では「クアッド

コア」（コア４個）、「ヘキサコア」（コア６個）、

「オクタコア」（コア８個）があり、オクタコア

でも安い製品であれば３、４万円位からあり

ます。それに準じて他の機能もレベルアップ

していますので、詳しく知りたいという方は

私の方までご質問を下さい。

　米国からHUAWEI（ファーウェイ）という会社

が阻害されている事はご存じかと思います。

HUAWEIのみに搭載されている、そこそこ性能

の高いHiSilicon（ハイシリコン）という（中国

の）メーカーで作られているＮＰＵ、ＡＩの処

理に特化したものになりますが、これによっ

て集めた情報が母国の中国に送られているの

ではないかというので弾かれているというの

が現状です。

　モバイル型のＯＳは「ｉＯＳ」、iPhoneに搭載

されているもの。その他は「Android」がメイ

ンとなっております。さらに「WindowsOS」

「BlackBerryOS」「FirefoxOS」等もございます。

　

岡 部 潤 一 様

ＩＴ端末機入門編

（株）ジェイテックソリューションズ

　代表取締役



・点　鐘　髙橋会長

・ソング　君が代　奉仕の理想

・四つのテスト唱和 神田（敬）職業奉仕委員長

・卓　話　岡部潤一様

【入会式】

◎新入会員紹介　　　　　　　　　　髙橋君

秦　誠（はたまこと）会員　Ｓ５５年、北京で生まれ、

育つ。２児の父、４１歳。同じ年の頃に私もＲＣ

に入会しました。この先、２０年、３０年と活躍

してくれる事と思います。４人家族で岩沢在住。

Ｈ１４年、北京工業大学卒業。同年、日本の大手

メーカーの現地法人に採用。翌年、本社への

出向を契機に来日。Ｈ１７年、別の大手メーカー

のソフトウェア関係の子会社に転職。Ｈ２２

年、日本国籍を取得。Ｈ２３年、上海の現地法人

に出向。技術部部長、コンサルティング部部長

を歴任。一貫して製造業のＩＴ化、特にＩＴに

よる生産管理業務の効率化を研究、実践され

てきた実績の持ち主です。

Ｈ２６年、日本に帰任後、

退職。同年「グローバル

レジェンズ（株）」（飯能市

柳町）設立。現在、不動産

賃貸業を中心とした活動

をされています。

◎秦会員挨拶

　飯能ＲＣに入会出来、

心から嬉しく思っております。２２歳で来日し

今年で１９年目。微力ですがクラブ活動を盛り

上げられたらと思っております。どうぞよろ

しくお願い致します。

◎新入会員紹介　　　　　　　　　吉田（行）君

原島伊佐夫（はらしまいさお）会員　Ｓ４０年生まれ、

５６歳。飯能幼稚園、飯能第一、富士見小学校、

飯能第一中学校卒の飯能っ子。杏林大学を優

秀な成績で卒業。Ｓ６３年、飯能信用金庫入行。

一丁目青年会に所属、お祭りの時にはお神輿

を担いだり、お馴染みの方もいらっしゃるか

と思います。Ｈ４年、結婚。お子様３人、５人家

族。武蔵台在住。Ｈ２３年、高萩、Ｈ２６年、東飯能

支店長。鶴ヶ島、入間を経て今年から飯能中央

支店長。釣り、自治会活動が趣味。大変誠実で

真面目な方ですので早く馴染んで頂いて良い

仲間に入って頂けたらと思います。

◎原島会員挨拶

　３月に入間支店より参

りました。前・金山支店長

は業務の都合で参ってお

りませんが、よろしくお

伝え下さいとの事です。

ずっと飯能に居り、この会

が素晴らしい会だという

事をよく知っております。

入会させて頂き非常に嬉しく思っています。

未熟ですがご指導よろしくお願いします。

◎髙橋会長よりバッジ装着／歓迎の言葉／誓

いの言葉／額・四つのテスト・バナー贈呈／

島田ＲＣ情報委員長より資料贈呈／大野（康）

幹事より会員証贈呈・所属発表：秦会員「会報・

広報」、原島会員「会員増強」／記念撮影

◎乾杯：山川パスト会長

　優秀なる素晴らしいお２人のご入会おめで

とうございます。入会式が無事に過ぎ、晴れ

てロータリアンでございます。本年度のメー

タＲＩ会長テーマは「奉仕しよう　みんなの

人生を豊かにするために」。ＲＣには「四つ

のテスト」と「ＲＣの目的」がございます。

しっかり本を学び多くの友達をつくって頂き

たい。また、ＲＣには国際大会があり、自分

もアジア、北米、南米、欧州、アフリカの大会

に行って参りました。飯能ＲＣは非常に味の

あるクラブでございます。是非皆さんと楽し

んで、良いクラブにして頂きたいと思います。

ご入会と、皆様のご健康ご多幸、飯能ＲＣの

ますますの隆盛を祈念して、乾杯！

【会長報告】

　ウクライナには６８のＲＣ、２４のローター

アクトクラブがあるそうです。私達の同胞が

一日も早く平和を取り戻される事をお祈り申

し上げたいと思います。

　飯能ＲＣでは創立５周年の時から５年毎に

「周年記念誌」を作っており、全て事務局に保

管されていました。ＨＰリニューアルに併せ、

（株）ブラウズさんに依頼した全誌のＰＤＦ化が

一昨日完了。現在、ＨＰ上に「飯能ＲＣ図書室」

の枠を設け全ての周年記念誌の閲覧が出来る

よう作業を進めており、伝統あるクラブの歴

史にいつでも触れて頂けるようになります。

　３／２６・２７地区大会。土曜日、私と大野（康）

幹事、矢島（高）エレクトと選挙人として参加。

２００人程が参加した晩餐会ではＲＩ会長代理

の講話がありました。ＲＩでは規定審議会の

審議の結果、「地区」「ガバナー制度」を廃止し

た上で「地域」を設け、日本は全体が１つの

「地域」となるそうです。また、例会をお昼では

なく夜間に開催しているクラブが５０％超あ

るとの報告もあり、新たな時代の流れに向け

て持続出来るしくみ作りが大切なのだと教え

て頂いた講話でした。

　地区大会には１３名程で参加したのです

が、席上、２０２０年７月から２０２１年６月の

年度における「純増第１位・優秀クラブ」とし

て飯能ＲＣが表彰を頂きました。これは田辺

年度の成果ですので、本来であれば当時の田

辺会長、大野（泰）会員増強委員長に受け取っ

て頂くべきものですが、クラブを代表して私

が頂戴して参りました。事務局に大切に保管

させて頂き、ＨＰにも掲載させて頂きます。

【幹事報告】

　第１１回理事会を開催。地区よりウクライ

ナ支援の要請、１０万円を支援します。吉田（行）

会員にお願いしている「ゆるキャラ」が完成し

つつあります。ＩＭに配信で参加された方、

地区大会に参加された方全員に記念品があり

ます。ＲＩレート１ドル１３２円。

◎例会変更のお知らせ

◇所沢中央ＲＣ

・４／２５（月）　休会（定款７条）

◇所沢ＲＣ

・４／２６（火）　通常例会

・５／３（火）　 祝日により休会

◇入間南ＲＣ

・４／２６（火）　例会取止め（定款８－１－Ｃ）

・５／３（火）　 例会取止め（定款８－１－Ｃ）

・５／２４（火）　例会取止め（定款８－１－Ｃ）

・５／３１（火）　５／２７・２８親睦旅行に振替

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　　大野（泰）君

　５月の親睦旅行は中止という事で本日理事

会承認。４／１５（金）「飯能日高合同ゴルフコン

ペ」参加者に本日、組み合わせ表を配付。

◎環境保全委員会　　　　　　　　鈴木（康）君

　５／２９（日）「飯能新緑ツーデーマーチ」小雨決

行。飯能市役所中央玄関前１０時集合、１０時半

出発。精明コース。会費は委員会負担。感染

症対策のため飲食販売等はなく、ウォーキン

グに特化した大会となります。５／１１例会

までに事務局または私にお申し込み下さい。

◎次年度幹事　　　　　　　　　　　市川君

　資料を２種配付。「理事、役員、委員会構成

表」で所属をご確認下さい。５／１１・１２・１３

「座談会」、４／２６次年度役員・委員長「顔合わせ

会」（清河園）。変更・出欠届をお願い致します。

◎ＩＭの報告と御礼　　　新井副実行委員長

　コロナ禍での開催でご迷惑をおかけ致しま

した。神田（康）実行委員長の下、スタートしま

したが健康上の理由で副実行委員長の矢島（巌）

さんと私、２人で代理代行。にもかかわらず

皆様より絶大なご協力を頂き、各クラブから

の登録料の中で会計的にはやったつもりでし

た。不足金がやや出ましたが和泉ガバナー補

佐が補填して下さり、飯能クラブからの出費

は無く開催させて頂きました。動画で今も見

られますので是非見て頂きたいと思います。

お世話になりました。有難うございました。

【出席報告】無届欠席３ 吉田（武）出席向上委員

【Ｍ　　Ｕ】
３／１２（地区）矢島（高）君
　　　　　　 島田君
４／２（地区）矢島（高）君

【結婚・誕生日祝】

大野（泰）親睦活動委員長

◇古希おめでとう（１月）

　島田秀和君

◇米寿おめでとう（２月）

　細田吉春君

◇入会記念日おめでとう（１月）

　木川（一）君、間邉君、沢辺君、大野（正）君

　森田君、大津君、永安寺君

◇結婚記念日おめでとう（１月）

　山口君（父）、髙橋君、吉田（健）君

◇会員誕生日おめでとう（１月）

　山川君、間邉君、吉島君、佐々木君

　島田君、中川君、坂本（淳）君

◇夫人誕生日おめでとう（１月）

　吉田（武）夫人、半田夫人、大﨑夫人

◇入会記念日おめでとう（２月）

　大附君、馬場君、矢島（高）君、大野（康）君

　細田（吉）君、川口君

◇結婚記念日おめでとう（２月）

　大野（正）君（両親）、市川君、永安寺君

　大嶋君、斗光君、大木君、佐々木君、森君

◇会員誕生日おめでとう（２月）

　細田（吉）君、増島君、本間君、細田（伴）君

　五十嵐君、加藤君、矢島（高）君、大嶋君

◇夫人誕生日おめでとう（２月）

　木川（一）夫人、佐々木夫人、中川夫君

　福島夫人、細田（吉）夫人、川口夫人、小川夫人

◇入会記念日おめでとう（３月）

　中里（昌）君、柏木君、市川君

◇結婚記念日おめでとう（３月）

　川口君、矢島（高）君、本間君、大津君（両親）

　杉田君、吉田（行）君

◇会員誕生日おめでとう（３月）

　大野（康）君、小川君、鳥居君、杉田君

　柏木君、内沼君、前島君

◇夫人誕生日おめでとう（３月）

　神田（敬）夫人、吉島夫人、伊澤夫人、吉澤夫人

　鈴木（康）夫人、斗光夫人、大津様（母）

◇入会記念日おめでとう（４月）

　安藤君、島田君、髙橋君、坂本（淳）君

　大野（泰）君、小谷野（大）君、斗光君

◇結婚記念日おめでとう（４月）

　増島君、中川君、矢島（巌）君、木川（泰）君

　坂本（厚）君、小川君、吉田（武）君、前島君

◇会員誕生日おめでとう（４月）

　本橋君、伊澤君、斗光君、大附君

　大野（泰）君、沢辺君

◇夫人誕生日おめでとう（４月）

　柏木夫人、坂本（淳）夫人、神田（康）夫人（故人）

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ

・岡部先生、卓話をよろしくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　伊澤君、川口君

・原島様、ご入会おめでとうございます。よ

　ろしくお願いします。　　　　　　田辺君

・米寿の花を頂きました。これからもよろし

　くお願い致します。　　　　　　細田（吉）君

・古希のお祝い有難うございました。島田君

・入会記念日お祝い有難うございます。大附君

　　　中里（昌）君、間邉君、木川（一）君、島田君

　　 馬場君、森田君、小谷野（大）君、髙橋君

　大野（康）君、大野（正）君、川口君、矢島（高）君

・誕生日お祝い有難うございます。　大附君

　　　　間邉君、山川君、細田（吉）君、小川君

　　 矢島（高）君、大野（康）君、伊澤君、吉島君

　　　　加藤君、中川君、本橋君、五十嵐君

　　　　坂本（淳）君、内沼君、前島君、大嶋君

・結婚記念日お祝い有難うございます。

　 大木君、矢島（巌）君、前島君、森君、中川君

　 髙橋君、大野（正）君、吉田（行）君、永安寺君

　　　　大嶋君、川口君、矢島（高）君、小川君

・妻の誕生日お祝い有難うございます。

　細田（吉）君、吉田（武）君、大﨑君、木川（一）君

　　 神田（敬）君、鈴木（康）君、吉澤君、福島君

　半田君、川口君、伊澤君、吉島君、小川君

・長男が結婚しました。　　　　　大野（康）君

・「飯信クラブコンペ」においてハンディの

　お陰をもちまして優勝出来ました。「ヤング

　の部」でドラコン賞まで頂きました。有難う

　ございました。　　　　　　　　神田（敬）君

本日計１９８，０００円、累計額６９４，０００円。

◎２０日の例会当番は坂本（淳）、鈴木（康）会員です。

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　　　伊澤雑誌委員長

　１９７５年、川島町生まれ。４７歳。９８年、大学

を卒業後、就職。５年間の営業職。０２年、個人

でＩＴ関係の事業を開始。１２年、法人化し株

式会社を設立、現在に至る。川島町と近隣市町

村、都内でＰＣにおける作業、または業務等に

関して全般的にＩＴサポートサービスを提供。

主な事業内容は、ネットワーク構築、ＰＣや

周辺機器その他故障時のメンテナンス、ＩＴ

サポートサービス、ＩＴカウンセリングサー

ビス、ＰＣや周辺機器その他の販売、ＨＰ制作。

私とは２０年来の付き合いで、ＰＣは全部やっ

てもらっており、頼りになる人です。

　会社様、個人の方でも、今、パソコン（ＰＣ）

やスマートフォン（スマ

ホ）をお持ちでない方は

いらっしゃいますか。

今、普及率はすごく高く、

ＰＣ無しに社会は進まな

いと言われております。

　ＰＣはいくつかのパー

ツの集合体で、ＣＰＵ、

メモリ、マザーボード、

電源ユニット、ハードディスクまたはソリッド

ステートドライブ（ＳＳＤ）、光学ドライブ、

ディスプレイで構成され、これらを収納する

ＰＣケース、ゲーム用グラフィックボード、

キーボード、マウスで成り立っています。

　一番重視されるのが「ＣＰＵ（中央演算処理

装置）」で、ヒトの脳に当たります。この性能が

高ければ高いほど処理スピードは速くなりま

す。開発メーカーは、米国のインテル、ＡМＤ

の２社が最も多くのシェアを獲得しており、

主にはインテルです。性能や価格で大きく差

が出て参ります。

　インテルのＣＰＵは上位モデルから「Xeon

（ジーオン）」主にサーバーに導入。一般的な

ＰＣ用として「Core i7（コアアイセブン）」

「Core i5」「Core i3」「Pentium」「celeron」

「atom」。ＰＣ購入時には冊子の最後に必ず「ス

ペック表」があり、細かくこれらが載っていま

す。ＣＰＵのグレードによって他のパーツも

良くなっていますので、あまり下のグレード

の物を選んでしまうと「（処理が）遅くて仕事

にならない」という声をよく伺います。

　ＡМＤの製品はあまり見かけないと思いま

すが「Opteron（オプテロン）」「Zen」「Ryzen

（ライゼン）」「FX」「Fusion」「Turion Ⅱneo」

「Athlon Neo」となっています。特に「Fusion」

には「ＡＰＵ」が搭載されていて、これはＣＰＵ

の中にグラフィックス機能（ＧＰＵ）が同時に

搭載された先端の製品で、あまりお目にかか

ることはないのですが、こういったものも現

在では出てきています。

「メモリ」一時記憶領域。皆様の目の前のテー

ブルの大きさがメモリの容量だと考えて下さい。

「マザーボード」一番大きな基盤となるもの

でこの中にいろいろなパーツを組み込みます。

どんな性能の良いものでも電源を取らなけれ

ば動きませんので「電源ユニット」は大事な

パーツですね。「光学ドライブ」はＣＤ、ＤＶＤ、

ＢＤ－Ｒ等を再生したりデータを書き込んだ

りするパーツです。

　そして、これによって大きく性能差が出て

しまう「ハードディスク（ＨＤＤ）」「ＳＳＤ」。

ＨＤＤの最新ＯＳはWindows11。Windows10の最

後の頃になるとＨＤＤを積んだ製品のスピー

ドはかなり遅くなっていると思います。ＨＤＤ

からＳＳＤへの載せ替え等の依頼が弊社でも

増えており、これからＰＣを新規導入される方

はＳＳＤ搭載のものをおすすめ致します。

「ｅスポーツ」、聞いた事はあるでしょうか。

そのゲームの世界で重宝される「グラフィック

ボード」。この性能が良くないと３Ｄ映像がカ

クカクになったりゲームどころではなくなっ

てしまうので、ゲームを楽しまれる方、専門に

される方は良い物を積まれると思います。こ

れらを収納するのが「ＰＣケース」です。

「ＯＳ（オペレーティングシステム）」は「Windows」

「macOS」「Linux」が主流。Windowsのシェアが

９割近くて、一般的なご家庭、個人利用、そ

の他。macOSは主にデザイナーの方や医療関

係、研究者が使っています。研究者やプログ

ラマーが使うLinuxも普及しています。

　最後に、タブレット型ＰＣ、スマホについて

お話します。

　スマホを分解すると中身はＰＣと変わら

ず、唯一大きく異なるのがＣＰＵで、大部分

を占めるのがバッテリーです。ストレージ

（記憶領域）、通信機械（これによってWi-Fi、

４Ｇ、５Ｇ等の通信を行う）、メモリ。ディス

プレイは今ではほぼタッチパネルです。「静

電容量方式」という形で、人体の静電気を利用

して、画面のどこを押したかに反応して動か

す構造です。

　一番違うＣＰＵは「ＳoＣ（System-on-a-Chip）」

というもので、１個のＣＰＵの中がＧＰＵ、

ＮＰＵ、ＤＦＰ、通信モデム等を集約した回路：

ＬＳＩ（大規模集積回路：large scale integrat-

ed circuit）になっていて一元管理されていま

す。スマホを選ばれる時には、そのＣＰＵの

「コア数」で、高性能かどうかを判断して頂け

ればと思います。現在、主流では「クアッド

コア」（コア４個）、「ヘキサコア」（コア６個）、

「オクタコア」（コア８個）があり、オクタコア

でも安い製品であれば３、４万円位からあり

ます。それに準じて他の機能もレベルアップ

していますので、詳しく知りたいという方は

私の方までご質問を下さい。

　米国からHUAWEI（ファーウェイ）という会社

が阻害されている事はご存じかと思います。

HUAWEIのみに搭載されている、そこそこ性能

の高いHiSilicon（ハイシリコン）という（中国

の）メーカーで作られているＮＰＵ、ＡＩの処

理に特化したものになりますが、これによっ

て集めた情報が母国の中国に送られているの

ではないかというので弾かれているというの

が現状です。

　モバイル型のＯＳは「ｉＯＳ」、iPhoneに搭載

されているもの。その他は「Android」がメイ

ンとなっております。さらに「WindowsOS」

「BlackBerryOS」「FirefoxOS」等もございます。

　


