
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の卓話  （2 月 22 日） 

次週の予定  （3 月 1 日） 

先週の例会報告 

◆ 出席報告（2月 15日分） 

会員数  44名 出席数 35名 欠席者  1名 

特定免除  8名 その他免除  0名 

出席率 97.73％ 

 

前々回 2月 1日分 

ホームクラブの出席者 38名   95.45％ 

メークアップの結果  40 名 

特定免除  4名  その他免除   0名 

欠席者    0名  修正出席率  100.00％ 

ロータリーソング 

 「 我等の生業 」「 四つのテスト体操 」 

・結婚記念日自祝         岡本日出士 君 

・結婚記念日自祝         中  恒夫 君 

・いきいき大東の会 

 新春親睦旅行会 無事に終了いたしました 

 関係者の皆様有難うございます  大西 寛治 君 

・早退お詫び           木田 眞敏 君 

・早退お詫び           高田 眞吾 君 

・メーキャップ無しお詫び     佐藤多加志 君 

２０１０年～２０１１年度 

国際ロータリーのテーマ 

地域を育み 

大陸をつなぐ 

 

 レイ・クリンギンスミス 

国際ロータリー会長 

第２６６０地区 

大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目 2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12時 30分～1 時 30分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 
 
 

創立 1967年 12月 26日 
■会 長 加藤 敏明 
■幹 事 中原  毅 
■会報委員長 小林 誉典 

◆4つのテスト◆ 
言行はこれに照らしてから 
① 真実かどうか？ 
② みんなに公平か？ 
③ 好意と友情を深めるか？ 
④ みんなのためになるかどうか？ 
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ニコニコ箱 

「 デフレ経済と企業経営 」 

樋口 秀和 会員 

「 旅行について Part4 」 

大矢 克巳 会員 



 

 

 

皆様、こんにちは。例会出席ご苦労さまです。 

さて、本日はロータリークラブの理念である職業

奉仕について、「ロータリーの源流」の中の「職業人

のためのロータリー道徳律」の第２条からお話をし

ていきたいと思います。 

第 2 条 自己改善を図り、実力を培(つちか)い、奉

仕を広げること。 

それによって、「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」というロータリーの

基本原則を実証すること。 

世に有能な職業から１人一業種で選ばれた裁量権ある代表者が、毎週一回の例会に

集って、事実上の発想の交換を以ってお互いの事業に対して精神的影響を与えるのが、

ロータリーの例会です。 

クラブ内においては全ての会員は平等であり、事例によっては、ある時は師となり、

ある時は徒となって、集団で学ぶのがロータリーの特徴です。 

ロータリアン各自の職業が、世に奉仕するために存在することは、第一条に述べら

れている通りですから、職業奉仕の理念の研鑚が主なものになります。 

ロータリアンは裁量権を持っている事業の代表者ですから、もし自分が行っている

事業態度が間違っていることに気づけば、直ちに自己改善を図るとともに、自分の事

業の経営方針を改善することができます。 

ロータリーの職業奉仕の理念に従った事業経営をすれば、必ず、実力が培われて、

事業が発展し、その結果として奉仕の質を高め量を広げることができます。 

米山梅吉は「ロータリーは人生の道場」であるという名言を残していますし、「入

りて学び、出でて奉仕せよ」という言葉と共に、ロータリーの会合は人間教育の場で

あることが強調されています。 

ロータリーでは、その理念の中核となる職業奉仕を表明する言葉として、アーサ

ー・フレデリック・シェルドンが考え出して、1911 年国際大会でロータリー宣言の

結語として採択され、更に 1950 年国際大会で正式なモットーとして採択された「ロ

ータリー運動の根幹となる理念が職業奉仕理念であり、その職業奉仕理念の基本原則

を表すモットー」を、シェルドンが提唱した。 

しかし、人道的奉仕活動としてのボランティア活動が盛んになると共に、ロータリ

ーの職業奉仕理念が疎んじられ、職業奉仕の中核をなすこのモットーも、1898 年の

規定審議会において、第一モットーから第二モットーに格下げとなり、1991 年 5 月 

 

加藤 敏明 会長 会長の時間 



の RI 理事会は、このモットーに含まれている He が性を限定していることを表向き

の理由にして、使用停止にしました。日本からの強い反対によってこの使用停止は撤

回されたものの、2002 年 11 月に開かれた RI 理事会はこのモットーを変更して使用

するという決定をしました。モットーの変更や廃止は規定審議会事項ですから、2004

年の規定審議会で、正式に決定されました。 

 

 

 

 

 

「 Mac と Windows の話し 」 

 

木村 克己 会員 

 

Mac(Apple) 

Apple社製パソコン Macintosh用の OS 

Windows(Microsoft) 

Apple社製以外のパソコン用 OS 

OS(Operating System) 

キーボード入力や画面出力といった入出力機能やデ

ィスクやメモリの管理など、多くのアプリケーション

ソフトから共通して利用される基本的な機能を提供し、

コンピュータシステム全体を管理するソフトウェア。 

 

スティーブ• ジョブス 

1955年生まれ Apple創業者の一人  

1976年 6月 Apple Iは、666.66ドルの価格で販売が始められ

た。 

1977年 6月 5日、1,298ドルで発売された Apple II は爆発的

人気を呼び、1980 年には 10 万台、1984 年には 200 万台を超え

る売り上げで、莫大な利益をアップルにもたらした。1980 年、

アップルは IPO（株式公開）を果たし、750 万株を持っていたジョブズは、2 億ドル

を超える資産を手にした。 

1979年ゼロックス管轄のパロアルト研究所で見た GUI（グラフィック• ユーザー•

先週の卓話 



インターフェイス）に影響され 1984年 1月 Macintoshを発表。 

1985年 Appleを退社し Next社を設立。 

1986年ルーカスフィルムのコンピュータ関連部門「ピクサー」を 1000万ドルで買

収。 

1995 年「トイ• ストーリー」公開。2006 年ディズニーがピクサーを買収。ディズ

ニーの個人筆頭株主、役員へ就任。 

1996年 Apple社が Next社を 4億ドルで買収に合意。 

2000年 CEOに就任。 

2001 年 Apple 社と NeXT 社の技術を融合した Mac OS X を発表。iTune と iPod によ

る音楽事業に参入。 

 

ビル• ゲイツ 

1955年生まれ Microsoft創業者の一人 

1975年各ハードメーカー向けに BASICインタプリタを開発 

1980年 IBMのパソコン用 OS開発の依頼を受け MS-DOSを開発 

1985年 Windows1.0を発表 

1995年 Windows95を発表 

 

 

 

 

「 初時雨
はつしぐれ

 猿も小蓑
こ み の

を ほしげなり 」 

松尾芭蕉 
 
山中で時雨が降ってきた。冷たい時雨にぬれる猿のすがたは、
小さい蓑をほしがっているようだ。 
「小蓑」は、今で言うかっぱのこと。季語：初時雨（冬） 
 


