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創 立 昭和32年３月２３日 

RI承認 昭和32年４月１５日 

会 長  金 島   弘 

副会長 宮 内 秀 章 

幹 事 櫻 井 公 恵 

会 計 常世田 祐 一 

例会日時 毎週水曜 12:30～ 

例会場  銚子商工会館５階大会議室 

事務所  銚子市三軒町19-4 

       銚子商工会館４階 

電 話   0479-23-0750 

ファクス  0479-25-8789 

E‐mail   rotary@choshinet.or.jp 

URL http://www.tcs-net.ne.jp/~crc   

2018-2019年度 ＲＩ会長テーマ 

インスピレーションになろう 

ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳＰＩＲＡＴＩＯＮ 
ＲＩ会長 バリー・ラシン 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー橋岡久太郎 (佐倉中央RC)  

広報・会報委員会   

委員長 永澤 信  副委員長 島田洋二郎 

委  員  大岩 將道 
  

 
 

今週のプログラム 

第６２回年次総会 

「私の人生と職業」 小田島 國博会員 

 

前回例会報告（１１月２８日） 

点鐘：金島 弘会長 

ロータリーソング：四つのテスト 

ビジターなし 

会長挨拶 
皆さんこんにちは。

昨日、2790地区ロータ

アクト小林昭弘副委

員長と千葉科学大学

ローターアクトクラ

ブの例会に参加して

きました。現在の会員

は 7 名で活動しています。11月も最後の例会にな

りました。 

12 月 2 日（日）は 2790 地区第 8 グループ R 情

報研修会が高橋宏資ガバナー補佐の点鐘で14時～

銚子商工会議所 1 階大ホールで行われます。銚子

クラブより 23名の出席を頂いております。当日は

宜しくお願い致します。 

今週は職業の話です。 

外壁の手入れについて 

①外壁のメンテナンスを行う必要性は、 

 １）家を保護する（紫外線・雨など）  

２）家の美観を保つ 

 ３）ダメージを受けた部分を修復する  

４）家の寿命を長くする 

外壁は、紫外線や防風、雨水などから家を守る家役

割がありますので、適切なメンテナンスで状態良

く維持することが大切です。 

②外壁に使用する塗料の種類と耐用年数は、 

 １）アクリル系塗料（４年から５年程度）  

価格が安いので外壁塗装のコストを下げる時 

 ２）ウレタン系塗料（６年から７年程度） 

  アクリル系塗料と比べて密着性が高く美しい

仕上がりになる 

 ３）シリコン系塗料（１３年～１４年程度） 

  価格と耐久性のﾊﾞﾗﾝｽが良い為多くの建築物

で使用してます 

 ４）フッ素系塗料 （１５年～１８年程度） 

  使用年数が長めで持ちが良い事で人気がある 

 ５）遮熱塗料   （１８年～２０年程度） 

  太陽熱を遮断する事で外壁や屋根の表面温度

を下げる効果有 

 ６）光媒体塗料  （２０年～２５年程度） 

  価格は高いが、自浄作用があり汚れにくく手

入れが楽になる 

外壁にコケが生えやすい地域、コケは胞子など

が壁に引っかかって繁殖するのが原因です。家の
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日の当たらない場所に水分さえあれば、いつの間

にかコケが発生します。また壁がでこぼこしてい

るとコケの発生がしやすいです。コケ掃除に便利

な洗剤はカビキラーやハイターなど次亜塩素酸ナ

トリウムが主成分となっているものです。他にも

コケ落としスプレーもおすすめです。銚子市は塩

害地域ですのでその対策も必要です。 

幹事報告  
【週報拝受】鹿島臨海ＲＣ、銚子東ＲＣ 

1. 2018 年 12 月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ 

１ドル＝１１２円 

…ガバナー事務所 

2. 2019－20 年度地区委員の

推薦依頼 

…ガバナーエレクト事務所 

3. 平成３０年冬の交通安全運動実施について 

…銚子市交通安全都市推進協議会 

4. 第 2回世界大会等キャンプ誘致推進委員会開

催のご案内 

…銚子市世界大会等キャンプ誘致推進委員会 

【例会変更】 

八日市場ＲＣ 

12月 18日(火)クリスマス家族 会 点鐘 18時  

太陽の里（銚子） 

   25日(火)定款により休会 

銚子東ＲＣ 

12月 18日(火)点鐘 18時 30分 ニュー大新  

年末家族親睦会の為 

   25 日(火)定款第 8 条第 1 節(Ｃ)により休会

(年末) 

2019年 1月 1日(火)定款第 8条第 1節(Ｃ)により

休会(年始) 

佐原香取ＲＣ 

12月 15日(土)移動例会クリスマス 吉庭 

   17日(月)振替休会定款第 8条第 1節(b)適用 

24日(月)31日(月)休会定款第 8条第 1節(C)適用 

会員の記念日   

結婚記念日 石毛 充会員（11月 22日） 

ニコニコＢＯＸ  

✧大ニコニコ 高瀬 幸雄会員 

11 月 22 日銚子と銚子東ロータリーとの合同ゴ

ルフ会において優勝しました。並み居る強豪を

抑えてと言いたいところですが、メンバーとハ

ンディキャップに恵まれた結果です。成績はグ

ロス 87、ハンディキャップ 22、ネット 65、7ア

ンダーでした。 

 

✧松本 恭一会員 

本日、千葉県警察本部での会議に出席します。1

年半ぶりの例会欠席になりますのでまた１から

出直します。 

卓  話 

「電気工事と労災」   青野 秀樹会員 

まず皆さんの興味のあることから話を始めま

す。４Ｋ８Ｋのことです。４Ｋ８Ｋ放送とは、こ

れまでの走査線の数が大変多く大画面での映り

が格段に良いのが特徴です。滑らかでくっきり

とした表現、動きの速い映像に対応、肉眼で見た

印象に近いコントラストを表現、色の再現がよ

り広範囲になどと言われています。ちなみにテ

レビの実用サイズですが、２Ｋといわれるフル

ハイビジョンでは、３２インチ、４Ｋでは５０イ

ンチ、８Ｋでは８５インチのテレビとなります。

参考にしてください。４Ｋ８Ｋとは画面横方向

の走査線の数を表し、地デジは１４４０画素、Ｂ

Ｓは１９２０画素、４Ｋは３８４０画素約４千、

８Ｋは７６８０画素約八千あるので、４Ｋ８Ｋ

と呼びます。この放送は衛星放送のみですので、

パラボラアンテナの取付が必要になります。こ

こで注意しなければならないことは、電波の周

波数がこれまでより高いということで、現在の

ＢＳ放送が１０３２ＭＨＺですが、４Ｋ８Ｋで

は３２２４ＭＨＺの周波数になります。そのた

め適合した設備でないと、設備から電波が漏れ

たり、電子レンジからの電波を拾ったりします。

その場合には、画面にモザイクができたり、無線

ＬＡＮの通信速度を遅くしたりする悪影響を及

ぼすことがあります。また、隣の住宅にも悪影響

を与えることもあります。テレビを購入する場

合に、電波を受信する設備のことも考えること

を進めます。  

さて、労働災害についてお話します。本日は、

なぜ起こるのかということについて話をいたし

ます。事故が起きると、ぼけっとしているから、
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集中力がたりないから事故にあうということが

言われます。しかしながら、人間の集中力の限界

は１５分といわれています。空港の搭乗口の手

荷物検査では、監視員がレントゲンで写される

手荷物を観察しているのですが、２０分で交代

します。これ以上だと集中力が切れるからです。   

大学の授業は９０分が一つの枠ですが、授業

では人間の集中力の限界が９０分といわれ決ま

ったそうです。つまり集中することには限界が

あるのです。また、人間の脳は、マルチタスク（

思考の切り替えが多数必要な仕事の仕方には向

いていません。人間の脳はＡとＢというタスク

を同時にしているようで、実は一つのことに集

中していてＡとＢを瞬間的に切り替えているの

です。これをテストするのは簡単です。ローマ数

字、アラビア数字、アルファベットを交互に書く

と、順にかくのでは２倍ほど時間がかかります。   

つまり、安全管理には一つのことに集中させ

すぎないことが重要なのです。また、安全に関し

て日本人はマニュアルを作るのが好きで、ボリ

ュウムのあるものを作りますし、またその通り

に動こうとします。このことで２つの対照的な

事例がありました。 

２００９年１月１５日ハドソン川の奇跡と呼ば

れた航空機事故、離陸して着水までわずか５分

のことですが乗客乗員全員が無事生還しました。

原因は、非常にまれなことですが、二基のエンジ

ンに同時に大型の鳥が入りエンジンを壊したこ

とでした。機長は、すぐに事故時のチェックリス

トに沿って対応するのですが、途中をはしょり

対応しました。また、着水して翼の上に避難した

際には、救命具を膨らませずに救助を待ってい

たのです。これは、連邦航空法に違反していたの

ですが、氷点下６度水温２度の状況では適切な

対応でした。なお、チェックリストは高度２万フ

ィート以上にいる想定で作られていました。 

もう一つの例になる日本では２００８年８月５

日東京で起きた事故です。下水道配管工事をし

ていて作業員が鉄砲水に流されました。事故直

前に、現場作業員が水かさが上がってきたので

工事を中止しようと監督に掛け合ったのですが、

安全マニュアルには東京都の大雨洪水警報がで

たら中止にすることになっているので中止させ

なかったところ５分後に６人流され一人は自力

で這い上がりましたが、残る５人が亡くなった

のです。 

この例は、マニュアルがすべてではないと教え

てくれますが、自身がその立場だったら判断に

迷いますね。難しいものです。 

最後になりますが、電気工事業界は、第一種、

第二種電気工事士の資格があり、資格者は減少

傾向にあります。第一種電気工事士は高齢層の

退縮などにより２０２０年ころより必要数１９

万人程度に対し４万人規模の不足が発生する可

能性があります。また、第二種電気工事士は、退

職者などにより２０２０年ごろより必要数１１

万人に対し１万人程度の不足が発生する可能性

があるといわれています。 

少子高齢化の時代でありますが、一人当たりの

工事量は確保できる予想であり、資格を持って

いれば生活はできると思われます。皆様方の近

くに就職に悩んでいる方がいましたら、ぜひ電

気工事士の資格を取るよう勧めていただきたい

と思います。 

 
 

【出席報告】 

会員総数４1 名 出席計算３９名  

出  席：３０名   欠 席： ９名   

出席率７６．９２％ 

欠席者： 木曽君・松本君 

宮内(龍)君・永澤君 

      米岡君・常世田君 

鈴木君・高橋宏明君・富永君 

【Ｍ Ｕ】  

11/27RAC例会 金島君・小林君 

12/1 第 9 回ＡＧ会議 高橋宏資君 

12/2 ８Ｇ会長幹事会 

石毛君・金島君・宮内(龍)君・櫻井(公)君・高橋君 
12/2 ８Ｇ情報研修会（参加２1名） 

青野君・石毛(英)君・石毛（充）君・金島君・小林君 

神津君・松本君・宮内(秀)君・宮内(清)君・宮内(龍)君

村田君・永澤君・大岩君・大里君・櫻井（公）君 

高橋宏明君・高橋宏資君・田中君・寺内君・須永君 

常世田君 

 

【ニコニコ】 

  

 

 

 
 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥13,000 計 ￥239,060 

スモールコイン ￥ 2,548 計 ￥ 24,512 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 23,218 

希望の風 ￥ ― 計 ￥126,250 

次週（１２月１２日）のプログラム 

「好適環境水を用いた次世代型陸上養殖の取組」 

千葉科学大学 危機管理学部 

環境危機管理学科 准教授 小濱 剛様 

 

お弁当：あぐり（幕の内） 
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第８グループ ロータリー情報研修会                             

12 月 2日(日)点鐘 14時 

銚子商工会館 1階大ホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催者挨拶：高橋宏資ＡＧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホストクラブ 金島弘会長挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

趣旨説明：並木鷹男ロータリー研修委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

司会進行： 

石毛充ＡＧ幹事 

 

統一テーマ  

わかりやすいロータリー ―職業奉仕を再考する― 
🎤プレゼンテーター 

      2014-15 年度パストガバナー 

地区研修サブリーダー 宇佐見 透様 
       （千葉幕張 RC） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問をする 

宮内秀章次年度会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から 

小寺研修委員・高橋国際奉仕委員長・清水社会奉仕委員長 

並木研修委員長・平野奉仕Ｐ統括委員長（中央） 

宇佐見ＰＧ 

 


