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国歌・ロータリーソング斉唱  

    （我等の生業） 

ロータリーの目的・四つのテスト唱和  

 久保 学 会員 

 

 

 

 

本日お客様 

 

  

島村健様     齋藤博重様 

会長挨拶            田邊 聖 会長 

皆さまこんにちは。今日は島村健

ガバナー補佐と齋藤博重ガバナー

補佐幹事をお迎えしての例会です。

後ほどご挨拶をいただきたいと思い

ます。最後までよろしくお願いたします。さて、

先週の金曜日に浦和のロイヤルパインズホテル

にて事務局の研修会が開催されました。当クラ

ブからは朝見幹事と津田一美さんに参加してい

ただきました。内容については幹事報告のとき

お伝えしてもらうにお願いしてあります。研修会

終了後は私も合流して、3 人で食事をして楽し

例会プログラム 

司会 柿沼洋一 SAA  

点鐘 

国歌斉唱 

ロータリーソング斉唱(我等の生業) 

ロータリーの目的 

四つのテスト唱和 久保 学会員 

お客様紹介  第 5グループ 島村 健ガバナー補佐様 

           齋藤博重ガバナー補佐幹事様 

会長挨拶            田邊 聖会長 

幹事報告 朝見卓也幹事 

ご挨拶 第 5グループガバナー補佐   島村 健 様 

クラブフォーラム 

社会奉仕委員会          石井洙光委員長 

青少年奉仕部門           加藤文男部門長 

RAYLA 委員会             間室照雄会員 

会員卓話                 松本安永会員 

委員会報告  

親睦・家族委員会          坂口正城委員長 

出席報告                          井上脩士委員長 

スマイル報告 木下純一副 SAA 
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RI第 2770地区        第 5グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ 

  

「ロータリーは世界をつなぐ」 

ROTARY CONNECTS THE WORD  

第 1297回例会 2019年 7月 17日 

日 
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い時間を過ごすことが出来ました。大変お疲れ

様でした。本日は先ほど鴻巣市役所を幹事と訪

問して原口市長に面談してまいりました。日頃

のクラブ運営に対してのご協力へのお礼と本年

度の一層のご支援と協力をお願いいたしました。

市長が執務室で私と幹事に面談してくださった

ということは、当然公務ということとなります。改

めてロータリークラブの会長という立場の公共性

と責任の重さを痛感いたしました。いっそう身を

引き締めてまいりたいと思いました。さて、先週

から全国高校選手権大会の埼玉大会開催され

ています。今年は強豪の浦和学院がシード校

に選ばれていないなどここ数年とは違う高校が

優勝争いに加わりそうで関心をもって見ていま

す。今年の出場校は 152チームで昨年より 6チ

ーム減っているそうです。少子高齢化の影響が

こんなところにも現れているのだなと思いました。

私の母校は残念ながら先ほど 3回で敗退してい

ましました。皆さまの母校はどうでしょうか？7 月

31日はダン・ヒョンジュン君の歓迎会と暑気払い

を兼ねて移動例会となります。倫理法人会の事

業と重なってしまい出席できない会員がいらっ

しゃいます。調整不足でご迷惑をかけてしまい

申し訳ありませんでした。話まとまりませんが本

日の会長挨拶といたします。 

 

幹事報告            朝見卓也 幹事 

皆さん、こんにちは。 

本日の幹事報告をさせていただきま

す。 

当クラブ内のことが４点、地区関係

が１点ございます。 

（クラブ内） 

１、本日、田邊会長と２人で鴻巣市町表敬訪問

に行ってまいりました。 

話の中でロータリー事業はもちろんですが、

ふれあいこうのすウォーキングいいな。は市も

全面的なサポートしてくれると言っておりまし

た。 

２、来週７月２４日は休会となります。 

３、７月３１日移動例会（暑気払い）です。 

４、７月１２日事務局セミナーがあり、事務局の

津田さんと参加してまいりました。 

 マイロータリーの登録の義務化をお願いしま

すとの話で、ただ今、菅野さんの方に頼み、

登録をしていただいております。 

（地区関係） 

１、７月２０日に奉仕プロジェクト３部門地区合同

セミナーがあります。担当の方はよろしくお願

いいたします。 

 

ご挨拶      RI2770地区第 5G 

G補佐 島村 健 様 

 ガバナー補佐は、クラブと地区を

結びつける大切な存在である。 

 小林 操ガバナーの目標は、10月

24日世界ポリオデーに全クラブがイベントを開

催する。クラブ戦略計画を作成する。全クラブが

会員 100％マイロータリーに登録する。全クラブ

が「ロータリー賞」に挑戦する。会員増強維持、

インターアクト・ローターアクトを増やす。クラブ

の財務適正化、クラブ活性化に励む。 

 

クラブフォーラム 

社会奉仕委員会        石井洙光委員長 

 

青少年奉仕部門        加藤文男部門長 
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RAYLA委員会         間室照雄委員長 

 

会員卓話             松本安永会員 

家電業界の取り組み 

資料提供：一般財団法人 

家電製品協会 

 

スマートライフとは 省エネ、創エネ、 畜エネ 

スマート 人：賢い、高知能、鋭い、粋 

機械：高性能（元々無い機能を追加した）の

意味、ハイパフォーマンス 

スマートの付く物としてはスマートフォン、スマ

ートメーター、スマートハウス、スマート家電、

スマートウォッチ、スマートガラス等 

省エネ家電への買い換え 

冷蔵庫 

今時の冷蔵庫は 10 年前の同等品に対して

月の電気代は約 43%の省エネ。 

照明 

一般電球電球型蛍光ランプ→電球型LEDラ

ンプと変遷 

LED ランプは一般電球と比べると約 85%の省

エネ、蛍光灯と比べると約 50%の省エネ。 

ただし、気をつけなければならないことは、調

光に対応していないものがある。 

蛍光ランプ、蛍光灯器具は 2020年を目途に

生産を終了するメーカーがある。 

器具にも寿命があるので、ランプだけ LEDに

変えることが最良とはいえない。 

テレビ 

現在の液晶テレビのバックライトはすべて

LED となっている。 

今時のテレビは 8 年前と比べると約 32%の省

エネ。 

新しい技術の有機 EL パネルの商品が出て

いている。年間消費電力量は液晶テレビと同

等 

55型で省エネ達成率は 150～250％となって

いる 

現在の省エネ達成率は、省エネ法に定めら

れた 2012年度基準達成率を示す。 

無線 LAN搭載機種はチェック項目 

参考までに、4K,8K テレビとは  資料提供：

総務省 ４K放送・８K放送 情報サイトより 

ブラウン管テレビのアナログ放送の時は 525

本の走査線を走らせて一秒間に 30 枚（60i）

の画像を作り動画にしていた。 

デジタル放送になり現在の方式は画素(ドッ

ト)の集合、ブラウン管テレビでは残像で画像

をつながって見せていたが、現在のテレビは

前の画像を残したり、次の画像と連続した画

像を作り、画質を上げたり、スムーズな動きを

作っている。インターレースをプログレッシブ

のように表現。 

フルハイビジョンの画素数は 2K テレビ 1920

×1080(約 200 万画素)、4K テレビ 3840×

2160(約 800 万画素)、8K テレビ(約 3300 万

画素) 

4K・8Kの特徴は高色域化、画像の高速表示、

多階調表現、高コントラスト。 

2018年 12月から順次放送が開始されていま

す。 

 

委員会報告           

親睦・家族委員会       坂口正城委員長 
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出席報告           井上脩士委員長 

 

 

 

 

 

 

 

スマイル報告         木下純一副 SAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回までの合計 49,000 円

本 日 の 合 計 22,000 円

次回繰越金合計 71,000 円  

 

 

 

 

今後の活動予定 

 

 

 本日 修正 

 7月 17日 7月 10日 7月 3日 

 1297回 1296回 1295回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 33 33 33 

出 席 数 23 22 27 

欠 席 数 10 11 6 

例会出席率 69.70% 66.67 81.82 

Ｍ Ｕ 数 3 2 0 

合計出席数 26 24 27 

出 席 率 78.79% 72.72 81.82 

7月 17日 

（水） 

第 1297回通常例会 

ガバナー補佐来訪 

7月 24日 休会 

7月 31日

（水） 

第 1298回移動例会 

暑気払い 

8月 7日

（水） 

第 1299回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌 

8月 14日

（水） 
休会 

8月 21日

（水） 

第 1300回通常例会 

G補佐来訪 

8月 28日 

（水） 

第 1301回通常例会 

小林 G公式訪問 

お客様スマイル 

  島村 健様・・・一年間お世話になります。ご指導・ご支援

の程よろしくお願いいたします。 

  齋藤博重様・・・一年間宜しくお願いいたします。 

個人スマイル  

宮城 仁会員・・・異業種交流は会員同士の心の花。す

ばらしい花を皆で咲かせましょう！ 

スマイル 1  島村健 G補佐・齋藤博重 G補佐幹事 

         ようこそ！ 

小林忠司会員・小畑正勝会員・加藤 勉会員・馬場知行会

員・山口光男会員・間室照雄会員・松本安永会員・井上脩

士会員・大澤二三夫会員・石井英男会員・柿沼洋一会員・

田邊 聖会員・木下純一会員・宮内たけし会員・朝見卓也

会員・石井洙光会員・久保 学会員・中島安啓会員・星野

光生会員 
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編集後記 

ことしは例年にないほど、日照不足が続いてい

ます。さて、梅雨という言葉は日本で生まれた言
葉ではないようです。 

梅雨という言葉が使われ出す前までは、日本で
は「五月雨(さみだれ)」という言葉が使われてい
ました。旧暦 5月に降る雨だからです。 

「ばいう」は中国で生まれた言葉で、最初は「霉
雨」という漢字が当てられていました。梅が熟す
時期の雨だから梅雨の時期は 6月～7月、ちょ
うど梅が熟し、収穫する季節です。 

「ばいう」の「ばい」に「梅」が当てられたのは、梅
の季節だからという説もあります。 
もうひとつの説は、梅雨の時期は毎日毎日雨が

降ります。梅という字には毎日に「毎」という字が
入っています。このことから、「梅」が当てられた
という説があります。しかし、なぜ「毎雨」ではな
く「梅雨」だったのでしょうか。梅雨と同じ水関係
の言葉である。露が音のもとになっているという
説もあります。 

「梅雨」というのは中国語です。 

「 梅 雨 （ meiyu ） 」 、 も し く は 「 黄 梅 雨

（huangmeiyu）」と言います。 

中国では揚子江の中流、下流域で晩春から

初夏にかけての 

黄梅（梅の実の熟す頃）に梅雨があります。 

 

②、確かに黴（かび、あるいは黴菌）の「黴」

の字は「黴（mei）」と読みます。 

しかし、日本に「黴雨」（黴の雨？）と言う言

葉が無いように中国にも「黴雨」という言葉は

ありません。この「○」（雨冠の下に母）はカ

ビのことで「mei」、「○雨」は「梅雨」のことを

表します。 

「梅雨」がカビから来ているという説は、この

「○雨」の解説としてこそふさわしいようです。 

 

 

 

 

梅雨も、次にくる言葉によっても言い方が違

ってくるから不思議です。 

例えば 梅雨前線（ばいうぜんせん）・・・「ば

いう」と読みます。 

でも、 「梅雨空」は、「つゆぞら」であり、「ば

いうあめ」ではありません。 

日 本 語 の 不 思 議 な と こ ろ で す 。                        

（宮内たけし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ会報委員会 

委員長  宮内たけし   副委員長 木下純一 

委 員  井上脩士  寺西修身   星野光生 
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2019年 7月 31日 合併号 

暑気払い・ダンくん歓迎会 

 


