
 

 

 

 

 

 

 

 

★ 会長の時間 浜田浩誠会長 

              電池によって特長もさまざま 

               ひと口に「電池」と言っても、材料の組合せだけで約 35 種。形や大きさの違 

              いも数えると約 4 千種もの個性があります。電池の種類は、電気を発生させる 

              しくみと材料の違いによって大きく二つに分けられます。金属化合物などの化 

              学反応を利用して電気を取り出す「化学電池」。そして光や熱エネルギーを利用 

              する「物理電池」。「物理電池」については、専門の講師に任せるとして、ここ 

              では「化学電池」を整理したいと思います。 

どうして電気が起こるの？電池のしくみ 

  化学電池は、（＋）極と（－）極の 2 つの物質、そして電解液からできていて、それらの化学反応を利用し 

 て電気を取り出すというしくみになっています。だから、電極に使われる物質と電解液の違いで、電圧や性 

 質の違ういろいろな種類の電池があるということです。 

一次電池と二次電池 

 「化学電池」は、さらに二つに大別できる。ふだん「乾電池」と呼んでいるものは、使うとエネルギーがな 

 くなってしまう電池、使いきりタイプの電池のことで、これを「一次電池」という。そして、「一次電池」と 

 違い、エネルギーがなくなっても充電して繰り返し使える電池、つまり充電式電池のことを「二次電池」と 

 呼んでいます。私たちは暮らしの中で、この二つのタイプを特性に合わせて使い分けています。 

 化学電池と言われる一次電池は、アルカリ乾電池、マンガン電池、リチウム電池、酸化銀電池、ボタン電池、  

 空気亜鉛電池などがあります。 

 二次電池とは、主に充電池と言われるニッケル水素電池、ニカド電池、リチウム電池、鉛蓄電池（カーバッ 

 テリー）などがあります。 

 この頃では、燃料電池が出回ってます。これは、化学反応を使って電気を作る物で現在はトヨタが水素から 

 化学反応で電気を取り出し実際に車を走らせています。 

  又、物理電池という物もありますが、これは物理エネルギーを電気に変える方式で皆さんご存知の太陽電  

 池があります。その他にシリコン電池という物もあります。 

 電池の話をすると歴史や仕組みや選び方、使い方、安全に使うには、Q&A、未来の電池を説明すると多分２ 

 時間の講義が出来る位になるのでこれ位でやめますが少し時間があるのでもう一つ、磁石の事についてお話 

 しします。 

  磁石と聞くと皆さんは、多分黒い磁石を想像するかと思いますが、この頃では、銀色の結構強力な磁石を 

 目にしているかと思います。 

 これがネオジューム磁石と言ってレアメタルと言われる金属一部でもあります。 

・・・ 例 会 記 録 ・・・ 

          １１月第３週例会 ２０１８年１１月１５日（木）  

ソ ン グ ： それでこそロータリー  ボックス ：５４，８９０円  （報告者 大西竜介会員） 

本日出席率 ： ６３．４６％ 前回修正後１００％（ﾒ―ｸｱｯﾌﾟ３４名）   (報告者 紀室綾子会員） 
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 かなり強力な磁石で２センチ角位の磁石同志をくっつけると手で引き離すことは、ほぼ不可能です。 

 そこで強力磁石と電池を使った簡単で不思議な実験を致します。 

 

               ◆◆◆   幹事報告  ◆◆◆ 

 

  １ ガバナー事務所より  

     ロータリー・リーダーシップ研究会（RLI）パート１の開催案内が届いています。 

    日 時 １２月１日（土）９時集合 16 時 30 分終了予定 

    会 場  仙台迎賓館 斎苑  参加費  ２，５００円  締切り 11/26 

     

  ２ 米山奨学会より マンスリーニュース「ハイライトよねやま」が届いています。 

   今月のトピックス：：  

   ・2019 学年度奨学金申し込み状況 

   ・大学とロータリーとの交流を ― 第 2580 地区 ― 

   ・寄付金速報 ― 米山月間のご支援に感謝いたします ― 

   ・ホームカミングで来日！学友が地区大会スピーチ 

   ・田中作次奨学金 ― ミャンマー米山学友会 ― 

 

 ３ 前沢ロータリークラブより 創立５０周年記念誌が届いています。 

 

                 ◆◆◆   委員会報告  ◆◆◆ 

 

★ 鈴木秀樹社会奉仕委員長 

  本日例会終了後、育みの像の整備作業を行います。担当は３班ですが、皆様の参加お願いします。      

 

◆◆◆   本日のプログラム  ◆◆◆ 

                            ミーティング報告 

 

★ 第１班   日 時：１１月８日（木）１８時３０分～ 場所 あらき 

             出席者：（班長・発表）山口徹 木下彰則 佐藤良 高木久子 田邊茂昭  

                橋爪文人 松岡克之 水野賢一 休石正基   計９名 

           ＜ニコニコボックスについて＞ 

          ・ニコニコボックスの趣旨がよくわからない。 

          ・新入会員はわからないで出している。 

          ・ベテランの会員は出していない人が多い。 

・たかが 1000円、されど 1000円。    ・名前が発表されるので、出さざるをえない。 

・自分は２回出席の内１回出している。  ・予算化になっているのはおかしい。 

・他のクラブはメッセージカードと一緒に出している。（当然集まる金額は少ない）しかしそれが本来のニ 

 コニコボックスである。 

・1000円は弁当代として考えている。  ・欠席者は出さなくて済む。 

・会費として平等に徴収すべき。 

 たとえば１万円×50名で 50万、あとは本来のニコニコボックスで 50万集まれば 100万になるの 

 では？ 



・フルネームを読み上げなくても苗字だけでもいいのでは？（同姓がいる場合は名前も） 

・名前を読み上げるのをやめる。（当然金額は減ると思う） 

＜ロータリー全般＞ 

・最近入会が浅い会員が委員長になることが多い。 

・委員長になると大変だ。負担が多い。 

・委員会のことがよくわからないのに委員長になってしまう。またフォローがない。 

・運営の仕方等文章として引継ぎがない。 

・委員会を開き、目標、計画をみんなで考え共有が必要。委員長一人で抱え込まないで小委員長をはじめ 

 役割分担をした方が良いと思う。（一人でやった方が楽の意見もあり 

・例会時にもっと委員会報告をしたほうが良い。（些細なことでも情報発信をする） 

・新入会員セミナーの内容は大枠ではなく、例会の準備、進行、内容、役割等基本的なところから始めた 

 方が良い。 

・若い会員は「愛の鐘」「育みの像」「４つのテスト碑」「河川敷桜並木」「ｶﾒﾘｱﾛｰﾄﾞ」等のこともよくわか 

 っていない。 

・草刈の奉仕活動が多い。（あまり育っていないとする事ない） 

・話などをして作業をしない会員もいる。 

 

★ 第２班  日 時：１１月１１日（日）１８:００～  会 場：活魚 すごう 

           出席者：（班長）三浦和士 （発表）藤丸数子、菊地弘郎、金比呂正、志田宏美 

                  新沼福三、濱守豊秋、船砥俊昭  計８名 

           ・きっかけ、経緯、現在の状況について 

            “会長の時間での発足と経緯 本来の趣旨などを確認した。当クラブでは３０年 

            位前にはすでにやっていた。” 

 ・現在の状況になったことへの疑問・意見 

  集めて当然と思っている風潮にある 

  インターアクト支援事業などなど年間予算に組み込まれているので、現時点ではやむを得ない状況 

  （架け橋など明文化も） 事業が多いのも関係している。 

 ・“出す”側の意識は？ 

  出さないと悪い気がする 活動のためには BOXは必要と思う。 

  例会出席者だけ出しているのでお昼代と思っているが、お昼代は年会費で賄われているので、その考え 

  はおかしい。 

 ・“出す”側の事情は？ 

  事業主もサラリーマンも会員もあまり変わらないのでは？（いずれもポケマネと思うが、財布事情がや 

  や違うか？） 

  名前を呼ばれることに違和感がある。（反響性の雰囲気に導くから？） 

 ・他のクラブでの扱い（考え方）は？ 

  １例会で 5,000円（5人程度）のところもある。 

  例会出席者がほぼ全員出しているのは当クラブくらい。 

  一人ずつ挨拶を添えて出している。（数十秒から一分程度、少人数） 

  年間予算に含まれていない 

 ・会員としての希望は？ 

  現状のままとするなら、用途について入会時に明確に説明をした方が良い。 

 ・今後の対応としてどう考える？（結論や提言とはしない） 

  公平性は保たれるのか？⇒任意ならば公平性の是非はないと思う  強制はすべきでない 



 ・本人の裁量に委ね、年会費増額となったら？ 

 ・その他 欠席者は出していない。  各種事業に使用し、支えになっている。 

 

★ 第３班    日 時：１１月１３日（火）１８：３０～  会 場：泰州  

            出席者：（班長）鈴木秀樹 （発表）三田地大悟、門田崇、浜田浩誠、谷地美枝子、 

                   紀室綾子、松田福美、藤原太伸   計８名  

         ・半ば強制という考えで出している。  

         ・出席していない人の食事代をニコニコボックスに回してはどうか。  

         ・名前の発表をしないほうがいいのではないか。  

         ・出さない勇気も時には必要。  

         ・何か良い事があった時にしか出さないという事を分かっている人は出していない。  

・毎回出している人は年間３～４万円にもなるが、サラリーマンの会員は領収書が出ないので個人負担 

 の金額としては大きい  

・良い時だけ出せばいいという人、奉仕活動費が足りないからという人、それぞれの意見があり分かり 

 づらい。  

・ニコニコボックスは奉仕活動費へあてることになるが、出す割合が違うのに同じ活動をするのはどう 

 なのだろうか。  

・年度の目標を決めると担当者のプレッシャーとなる。  

・ニコニコボックスの見直しが必要なのではないか。  

・ニコニコボックスをあてにするのではなく、年会費として確定されれば担当者も楽になるのではないか。  

・年度初めに奉仕活動費として１万円もしくは 2万円集めるといいのではないか。  

【１万円負担の場合】  

  53会員×１万円＝53万円となる。  

  いい事があった時にはメッセージを添えてニコニコボックスへ入れ発表する。1,000 円にとらわれず、 

  2,000円でも 5,000円でも良い。  

【2万円負担の場合】  

 ・クラブからのミーティング負担をなくして、年 2万円の中から余ったお金を負担金としてはどうか。  

 ・出席していない会員や、出席率が悪い会員が増えた場合、奉仕活動費として会費が増えた分をどう 

 とらえるだろうか。 

 

★ 第３班    日 時：１１月１４日（水）１８：００～  会 場：あらき  

            出席者：（班長・発表）伊藤久信、阿部英気、上野哲、菅野嘉洋、今野義也、 

               齊藤俊明、志田成樹、鳥井絹氏、山口康文  計９名 

           結論より申し上げます。 

           ①ニコニコボックスの現在の集め方は現行で問題ない 

           ②ニコニコボックスの収入予算の 50%を一般予算へまわしては？については運営 

            について不都合が有るのであれば検討が必要 

 ・ニコニコボックスの基本は善意である、不平等は感じない 

 ・収入の使い道が明確になっており危惧する所はない 

 ・ニコニコボックス収支予算にて計画されている「優良従業員表彰」「小中学校無欠席表彰」などはどう 

  なるのか？ 

 ・単年度でのボックス募金の統計を出すのはいかがなものか 

 ・よかったことのコメントをもうちょっと提出しては 

自分は、「食事が準備されているので食事代分を募金に回す」程度に考えておりましたが、今回のミーティ 



ングにて、自分が感じた事として 

 ・皆さんが「活動計画書」が頭に入っており、収支予算書の金額まで記憶されている、それだけ真剣に 

  ロータリーの活動に参加されている。 

自分の会社の決算書、事業計画書は当然、頭に入っておりますが、ロータリーの計画書も理解せずに「ボ 

ックスの収支」をどうチャラと語る資格は無いと感じました。 

 

 

 

 

 

          ＝ 例会後本年最後の「育みの像」清掃整備作業 ＝         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


