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東ロータリークラブ

例会日木曜日 12:30 第２例会 18：00 

例会場:グランドホテルニュー王子 TEL 31-3111 

ホームページ：http://toma-east-rc.jp/ 

●会長 青山 晴美 ●会長エレクト 鈴木 浩之

●幹事 斎藤 英明 ●会計・副幹事 長岡 英幸

会報
「苫小牧東ロータリークラブ会長方針」

【世界の仲間と心を通わせ地域の危機を乗り越えよう】

会報雑誌委員会 古宇田・水野・奥野・南沢・山田

【１１月例会記録】 ～ロータリー財団月間～

第１例会（5日） ゲスト 米山留学生 徐 瑞見さん

今日のゲストを紹介します。米山留学生の 徐 瑞見さんです。

10月15日の例会では卓話ありがとうございました。すごく緊張したとの事ですが、素晴らしい

日本語でびっくりしました。

残り少ない学校生活、充実した日々を過ごしていただきたいと思います。

いよいよ来週はガバナー訪問とクリスマスドロップ作戦支援式典です。

宜しくお願い致します。

最近苫小牧でコロナのニュースが続いております。いろいろ噂が飛び交って何が本当かわかりま

せんが陽性になった人がいることは事実です。手洗いうがいをしっかりしてクラスターにならな

いようにしましょう。

例会が通常通りできることに感謝して会長挨拶と報告といたします。

会長挨拶

「財団月間にちなんで」ロータリー財団を理解していただくために

要旨

①ロータリー財団とは

「国際ロータリーのロータリー財団」The Rotary of Rotary Internationalというのが正式名称です。

②歴史

・1917年『我々は今年、ロータリーのために基金を作る可能性について、組織に呼びかけた。諸所

の社会奉仕を今まで通りに実行していくには、慈善、教育、そのほかの社会的分野において、世界

でよいことをするための（"doing good in the world"）基金を作るのが極めて適切であると思わ

会員卓話 ロータリー財団委員長 水元 修治会員



③プログラム

１．ポリオプラス

1985年にロータリーがポリオプラスを開始した時「プラス」という言葉は、ポリオ撲滅の取り組み

が子どもの間に流行する他の5種類の伝染病（はしか、結核、ジフテリア、百日咳、破傷風）の予

防接種にも広がるだろうという考えを表していました。時とともに、ポリオ撲滅の取り組みによる

恩恵は増えていきました。ポリオがこの世からなくなった後にも、ほかの感染症との戦いを支えて

いくインフラと協力態勢という遺産を意味しています。

２．ロータリー平和フェローシップ

・平和は「人」から始まると考えるロータリーは、平和フェローシップ（奨学金）を通じて、世界

平和と紛争予防の担い手となる人材を育て、平和推進者の世界的ネットワークを築いています。

（２００４年開設）

・毎年、世界中から選ばれる最高１００人のフェローが、ロータリー平和センター提携大学で学び

ます。フェローシップには、授業料・入学金の全額、滞在費（宿泊・食費）、往復航空券、イン

ターンシップと実地体験の費用が含まれます。

・創設から１５年あまり、ロータリー平和センターは、平和構築の分野のキャリアを志す1,100名以

上の人材を輩出してきました。その多くは、国連や世界銀行といった国際機関や草の根のＮＧＯで

リーダーシップを発揮し、より平和な世界を築くために活躍しています。

３．補助金（DG GG）

◆地区補助金（ＤＧ）

・小規模、短期のプロジェクト

・地元または海外での活動

・ロータリー財団の使命を支える活動

・年に一度、地区に一括支給

れる』

・国際ロータリーはイリノ

イ州の州法によって設立さ

れた非営利法人ですから、

ロータリアンから、あるい

は外部から寄付金を受け入

れることは当然可能です。

・しかし、寄付した側の会

員や法人等は、税制上の優

遇措置を受けることができ

ません。そこで、同じイリ

ノイ州の州法ですが、別の

規定によって設立したのが

ロータリー財団なのです。



第２例会（１２日） 夜間例会 ガバナー公式訪問

オンラインによるクリスマス・ドロップ作戦支援式典

ゲスト 第2510地区ガバナー 福井 敬悟 様

第2510地区大１２グループ ガバナー補佐 山本 正幸 様

第2510地区幹事 高張 秀人(ヒデヒト) 様

苫小牧市長 岩倉 博文 様

龍ヶ崎中央ロータリークラブ 会長 松山 美法(ミドリ)様 他

苫小牧東ロータリークラブ 会長 青山 晴美 他28名

通訳 苫小牧市国際交流員 ガルピン・ブレナン様

ご挨拶

グアムサンライズロータリークラブ会長 リサ・プロヴィド様

第2750地区パシフィク・ベイスイン・グループ地区ガバナー補佐坂元 吉裕 (ラッキー)様

支援金贈呈

苫小牧東ロータリークラブ 青山晴美会長

龍ヶ崎中央ロータリークラブ 松山みどり会長様

クリスマス・ドロップ作戦会長より謝辞

謝辞

クリスマス・ドロップ作戦会長 アンソニー・ビーチェラー曹長様

投下ボックスに貼る苫小牧東ロータリークラブのステッカー 委託

◆グローバル補助金（ＧＧ）

・大規模（合計予算30,000ドル以上）・長期のプロジェクト

・持続可能・測定可能な成果をもたらす

・重点分野に該当する活動

・海外のクラブや地区と協力

・ＷＦ（World Fund：国際財団活動資金）からの上乗せ

最後にロータリー財団は他の団体に寄付をするための組織ではない。ロータリーの活動のた

めに、自分たちで基金を貯めて有効に使う。



贈呈者 苫小牧東ロータリークラブ 平田幸彦 奉仕プロジェクト委員長

受領者 グアムサンライズロータリークラブ

幹事 マイク・ペリン様

来賓あいさつ 第2510地区ガバナー 福井敬悟 様

苫小牧市長 岩倉博文 様

心温まるご挨拶、誠に有り難うございました。これにて、オンラインによるクリスマス・ドロッ

プ作戦支援式典を終了致します。ズーム参加者は、手を振って画面から御退席をお願い致します。

有難うございました。



第３例会（１９日） ＺＯＯＭ例会 会員卓話 高橋 多華夫 会員

会長挨拶

先週のガバナー公式訪問では会員の皆さんにたくさんのご協力をいただきました。成功裡に終了す

ることが出来ました。

福井ガバナーは、苫小牧東クラブは初代会長、そしてチャーターメンバーがしっかりしているから、

素晴らしいクラブとおっしゃっていただきました。

クリスマスドロップ作戦ではグァムサンライズロータリークラブ、龍ヶ崎中央ロータリークラブ

とズームでつなぎ・・・・リハーサルはしておりましたが、佐藤聰会員はどうなるかハラハラして

いたことと思います。結果オーライ良かったです。

早くから準備をしてくれました水元友好クラブ委員長、佐藤正会員お疲れ様でした。ホテルの

方々にも大変お世話になりました。ありがとうございました。そして会員の皆さんありがとうござ

いました。

理事会報告を致します

先週報告致しました。藤森善子会員紹介の千葉千鶴子さんが理事会で承認されましたので改めてご

周知下さい

12月のプログラムは第1例会が「ウイズコロナ時代の新しい生活」として岩倉市長と塚本先生の

対談のDVDを上映、第2例会は夜間例会を昼例会に変更して藤森会員の会員卓話、第3例会は小杉会

員の新会員卓話、第4例会は昼例会を夜間例会に変更して会員・家族クリスマス・忘年会にするこ

とが了承されました。

新会員の小杉会員を管理運営部門に入れる事が了承されました。



会員卓話 高橋 多華夫 会員

電気よもやま話

・日本に電気（電燈）が使われた最初は？北海道は？

1882年（明治15年）に東京・銀座に灯された日本初の電灯（アーク灯）には、連日大勢の人が

見物に訪れました。初めての発電所が登場し、電灯は東京を中心に急速に普及します。さらにエ

レベーターや電車など、電気は動力用としても利用され、次々と発電所が建設されていきます。

北海道に初めて電灯がともったのは、明治23年（1890年）7月と言われています。北海道製麻

会社札幌工場（現在の札幌中央郵便局周辺）が夜間作業用の照明として設置したもので、ランプ

やロウソクに比べ格段に明るい灯りは、北海道開拓に沸いていた工場の作業効率を飛躍的に高め

たことと思われます。

・電気という商品の特性は何？＝同時同量（生産＝消費）

電力の需給バランスは「同時同量」でなければならないという点です。「同時同量」とはつまり、

電気をつくる量（供給）と電気の消費量（需要）が、同じ時に同じ量になっているということ。

これらの量が常に一致していないと、電気の品質（周波数）が乱れてしまい、電気の供給を正常

におこなうことができなくなってしまいます。その結果、安全装置の発動によって発電所が停止

してしまい、場合によっては予測不能な大規模停電をまねく可能性があります。2018年9月に発生

した北海道全域の停電“ブラックアウト”は、この電力需給バランスの崩壊が原因でした。

・ヘルツって何？（交流と直流）

電気には、直流と交流の2種類があります。

例えば、乾電池のように「＋（プラス）」と「－（－）」といった電極があり、電気が一定の方

向に流れるものは直流です。

一方、電力会社から送られてきてコンセントを通して使用している電気は交流です。

交流電気は電気のプラスとマイナスが常に入れ替わっているもので、実際のところ1秒間に何十回

も入れ替わっているのです。

この交流電気の入れ替わる波の回数のことを周波数と呼び、周波数の単位にはHz（ヘルツ）を使

用しています。

鈴木エレクトより次年度役員の件で平田副会長がエレクトを受けてくれた報告がありました。

以上遅くなりましたが理事会報告と致します。

最近札幌ではコロナ感染者が大勢出ました。苫小牧でも身近に感染者が多く出ております。白

老ロータリークラブが年内休会、苫小牧ロータリークラブがとりあえず2週休会、北ロータリーク

ラブは年内休会になりました。

当クラブは先程、理事会報告で12月のプログラムをお知らせしましたが、今日、例会終了後臨時理

事会を開催し今後の例会について審議していただきたいと思います。決まり次第皆様に報告させて

いただきます。



・５０ヘルツと60ヘルツなぜ日本には2種類あるの？

日本に電気が到来した際、東京ではドイツ製の周波数50Hz（ヘルツ）の発電機、大阪ではアメリ

カ製の周波数60Hz（ヘルツ）の発電機を使用し始めたからだと考えられています。

世界の周波数の違いを見てみると、現在もアメリカ側はも60Hz（ヘルツ）、ヨーロッパやアフリ

カ側は50Hz（ヘルツ）の周波数の電気が使用されています。

北海道の電気事業の始まり

北海道の電気の歴史は、明治24年の札幌市からはじまる。電気事業は第一次世界大戦後に本格的

に発達し、昭和13年には国家統制され、民営の発電と送電事業も統合され、後に『北海道電力』

が創立されることになる（昭和26年）。



第４例会（２６日） ＺＯＯＭ例会 会員卓話 長岡 英幸 会員

先日から新聞・ニュースでご存知のよう

に「日本学術会議から６名の任命が見送

られました。

その内容については詳しく説明がないま

ま進んではいますが？その賛否は論じま

せんが貞観政要 「じょうかんせいよ

う」に書かれた言葉になぞられて考えれ

ば見るとどうでしょうか？中国の古典に

３つの鏡と書いて 三鏡（さんきょう）

という言葉があります。

盲亀の浮木の譬

ある時 お釈迦様が 阿難尊者というお

弟子に「そなたは人間に生まれたこと」

をどのように思っているかと尋ねられま

した。

お釈迦様の「盲亀浮木たとえ」の話は

人間に生まれて来ることが どれだけ難

しい事かを 知らせるために説かれたも

のだそうです。

人として生まれ多くの良き仲間と出会え

る。ロータリクラブもその一つなの

１つ目の鏡 銅の鏡は普通の鏡で自分自身を見ます。

２つ目 歴史の鏡は過去を見る鏡

３つ目 人の鏡は 自分の周りを見る鏡です。これを併せて三鏡と言います。

銅の鏡 歴史の鏡 人の鏡 一番大事なのかもしれません。リーダとして（一緒に出す） 学

術会議の任命見送りの理由は明らかでは無いですが 苦言を呈する人を排除している訳ではない

と信じ 新しい政権が国家の為に活躍されることを期待したいと思います。まだ時間があるみた

いなので人は何のために生きるかという有難い話を無料で今回は話します。過去を振り返り今か

ら２６００年年前に戻り 。。。

かも知れません。この話を聞いてどうとらえるかは人それぞれですが？

この話が皆さんの人生において何か参考になればと思い話させて頂きました。

さて話は変わりますが最後にもう一つ話をします。皆さんペップトークという言葉を聞いたこと

がありますか？PEPとは元気、活気、活力、激励のショートスピーチという意味です。その中の

セルフペップトークという言葉があります。

セルフペップトークとは、自分に対して語りかける肯定的な言葉のことです。
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１１月ニコニコBOX 11月5日 10,362円

11月19日 5,967円

11月5日

11月12日

79.31%

11月19日

合計　16,329円

１１月ニコニコ

合計　3,000円

１１月出席数・率

2,000円

11月5日

11月19日

1,000円

11月26日

遠藤連事務所

89.65%

11月の誕生祝い

11月の創業祝い

81.40%

85.71%

事務局苫小牧市表町1丁目4-5 日商連ビル5階

月～木曜日の10:00～16:00 Tel 0144-35-3344 Fax 0144-33-7744

e-mail：east_toma2510 @ song.ocn.ne.jp 

事務局松岡かおり

第１例会（３日） 定例理事会 DVD上映「塚本容子先生・岩倉苫牧市長対談」

With Corona&Post Corona時代の New Normal（新しい生活）

第２例会（１０日） 会員卓話 藤森 善子 会員

第３例会（１７日） 会員卓話 小杉 佳紀 会員

第４例会（２６日） 休会

【１２月プログラム予定】～ロータリー財団月間～ 全てＺＯＯＭ例会

セルフペップトーク、激励のいい見本の動画がありますのでそれを見て頂きます。

内容は6歳の泣き虫幼稚園児 お母さんがくも膜下出血で倒れ

苦手な跳び箱を克服してお母さんを元気にさせたい。

挑戦する跳び箱の高さは１０段、誰がどうみても10段の跳び箱は飛べないように思えますが 自

分への応援と周りの激励を受け奇跡が起きます。それではごらんいただきます。

東RC皆さん コロナ感染で会長・幹事も大変です。セルフペットトークでは無いですが 皆で応

援しより良いクラブを作っていきましょう。

ご静聴ありがとうございます。


