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過去 3 回の修正出席率
4/24：96.55% 5/8：96.61%

「新入会員卓話」

本日の卓話

5/15：93.10%

西脇謙二君

【5 月 22 日第 1979 回例会 会長挨拶】
今日は電気の話をします。一般に電気は、弱電、低圧、高圧、特高に別れており、弱電は 48v 未満、低圧は 600v
未満、高圧は 7000v 未満、それ以上は特高（特別高圧）になります。人が感電死するには 50mA 以上の電流
が流れると危険で漏電遮断器の感度電流は 30mA に設定されていますので心配は無いとされています。又、交流
と直流が有りますが、交流はサイクル(Hz)が有ります。50Hz と 60Hz と異なった電気を使用しているのは世界
中で日本だけです。これは当初の発電機がドイツ製(50Hz 関東地方)とアメリカ製(60Hz 関西地方)があったと言
われています。世界では比較的 50Hz が多いですがアメリカは 60Hz です。今回事故を起こした東京電力の福
島原子力発電所がある関東地方が電気不足に成っても、Hz の違いで関西地方から簡単には送電が出来無いと言わ
れています。東海道新幹線の電源は交流の 25000v(60Hz)で運転をしていますが、関東地区に入ると周波数変
換所で 60Hz にして送電しています。JR 東海道本線は今も直流の 1500v の電源で運転をしています。

前々回の例会

「言葉に出来ない！｣

健康運動指導員 大久保 豊子様

私がウォーキング教室を開いて 20 年程が経ちます。競技には勝ち負けや上手い下手があり敬遠してしまう
方がほとんどでしたがウォーキングには勝ち負けも上手い下手もありません。皆さんに普段から運動をして頂
きたくて始め、月に 1 度山登りに出かけます。山に行くようになってからは、山登りを目標に食事など普段の
生活を気をつけるようになり、体力をつけようと頑張る方が増えました。山を登ることに達成感を感じる方も
いらっしゃいます。山頂でコーヒーを飲んだり、カップラーメンを食べることもありますが普段よりもとても
美味しく感じます。山に登る理由を聞かれても上手く言葉にすることは出来ませんが、山に登る楽しさを知っ
てもらいたいと思っているので興味がある方は一度ぜひやって頂きたいです。

青山会長挨拶

会長よりお礼の言葉

卓話：大久保豊子様

 幹事報告
■ 本日 17 時よりホテルトヨタキャッスルにて西三河中

分区会長幹事会が開催されます。
■ 本日 18 時よりさくらにて次年度第１回西三河中分区

会長幹事会が開催されます。
■ 次週 5 月 25 日(日)は日帰り親睦家族例会です。5 月

29 日(木)は振り替えとなり例会は有りません。
■ 5 月 28 日(水)午後 6 時～さくらにて現次年度合同岡

崎４RC 会長幹事会が開催されます。
■ 6 月 5 日(木)例会終了後、定例理事会を開催します。
■ 6 月 12 日 18 時より「魚清」にて第６回クラブアッ
センブリー及び現･次期合同申し送り会を開催します。
 ビジター報告 [岡崎 RC]1 名 [岡崎南 RC]1 名
 出席委員会 5/22 の出席率 91.23%(欠席 5 名)
前々回(5/8)修正出席率 96.61％(欠席 2 名)


ニコボックス委員会

 青山俊次君

本日卓話の大久保豊子様を歓迎しま
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ようこそ!本日ビジター

す。髙木副会長、先週はご苦労様でした。
 永田和氐君 がんばれ中日ドラゴンズ！連敗続き
でしたが例会前日は勝ってくれます。
 髙木政次君 先週末おおだの森草刈清掃に行って
きました。週明けは疲れが取れず辛かったです。
 草野信隆君･長坂勲君 ニコに協力いたします。
 小木曽進君 青山会長ラストスパート頑張って！
 小林清文君 建築士事務所協会の岡崎支部長に就
任しました。因みに幹事は石川雅規さんです。
 野村政弘君 長女に娘が生まれました。初孫です。
 宇野弘隆君 光ヶ丘高校 PTA 役員になりました。
井田小ﾊﾞﾄﾝ部の指導を戸田先生にして頂きます。
 鈴木圭介君 西三河中分区ゴルフ大会で 3 位にな
りました。賞品の精米機の使い方が分りません。
 林孝夫君 おおだの森草刈清掃に多数参加して頂
きありがとうございました。
 西脇謙二君 親睦家族例会出席の皆様歓迎します。

「日帰り親睦家族例会｣

前回の例会



ビジター報告(5/29 サイン受付)計 37 名



於:京都方面

出席委員会

【岡崎】10 名【岡崎南】16 名【岡崎城南】4 名【市外】7 名

5/25 の出席率 56.00%(欠席 22 名)
前々回(5/15)修正出席率 93.10％(欠席 4 名)

６月の例会予定
５月の
DONATION
例会予定

内容
ロータリー財団例会会場
財団小銭寄付金
米山奨学会
米山小銭寄付金
ニコニコ BOX
6/12(木)12:30～
岡崎市竜美丘会館「501
号室」
「写楽会活動について」会員
浅岡謙治君
５月
\0
\4,377
\0
\4,991
\74,000
6/19(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501 号室」「一年を顧みて」会長 青山俊次君・幹事 畔栁秀幸君
今年度累計
\970,000
\63,147
\906,900
\66,051
\962,000
6/26(木)18:00～
ROPPONGI
「最終親睦夜間例会」

他クラブ例会変更・休会のお知らせ
変更予定日

RC 名

サイン受付場所

6 月 17 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル 1 階 11:30～12:30

6 月 17 日（火）

西尾

西尾信用金庫 中央支店 204 号室 11:30～12:30

6 月 23 日（月）

豊田三好

保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

6 月 24 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル 1 階 11:30～12:30

6 月 24 日（火）

岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

同好会便り
同好会

開催予定日

あづま会

6 月 26 日（木）

ひよどり会

6 月 12 日（木）

場所

内容

ザ・トラディション GC 定例会
チャーム

定例会

page 2

