
第 1741 回例会 

9 月 3 日 №9 

 

●姉妹クラブ 

 龍仁ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 3600 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

 インターアクトクラブ 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

     

荻原 利彦 

     ＜講義内容＞ 

     ■質問：エネルギー消費の削減に賛成・反対？ 

      もちろん賛成、そこで 

     ・電気エネルギー →光、運動、位置、熱 

・エネルギー保存則（熱力学第１法則） 

・エネルギーは保存されるので消費できない！ 

     ■同じエネルギー量の場合、どれが欲しい 

・電気、光、運動、位置、熱 

・全てのエネルギーは最終的には熱（低価値に） 

■エントロピー増大の法則（熱力学第２法則） 

・エネルギー質の否保存則 

 エネルギー：en＋ergon 

 エントロピー：en＋torof 

 

 

 

               
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

（パワーポイント資料より） 

＜利己的な遺伝子＞ 

■動物は反射的本能で危険を回避する・・はず 

■草食動物の群れで： 

 肉食動物に襲われると、一匹が群れを飛び出 

 し、敵の的となり、捕食される場合も。 

■旧遺伝学上は、あり得ない！ では、何故？ 

■遺伝子が生き残れば、個体はどうでも良い！ 

■個体は、遺伝子にとって単なる乗り物 

■その乗り物を使って、自己を維持・増殖 

 

＜エントロピー増大法則に反する＞ 

■その乗り物を使って、自己を維持・増殖 

 →第２法則に反する。    ＜次ページへ＞ 

 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 瀬戸 裕昭  幹 事 豊岡 淳 

 



 
 

    ■つまり、生物は自然界の法則で説明できない 

    ■では、人の行動：本能 ⇔ 優しさ・愛 

■人が受け継ぐ情報とは： 

 ・遺伝子 gene 

・言語、文字（情報を個体の外＝社会へ）memu 

■拮抗的・競合的に働く 

■ヒトの活動： 

 創作・生産 ⇔ 第２法則に反する 

 

＜アインシュタイン＞ 

■Ｅ＝ｍＣ²（1907年） 

■宇宙は物質ｍとエネルギーＥで、出来ている！ 

・物質（ｋｇ）：重い、軽い、ザラザラ 

・エネルギー（Ｊ）：何か価値がある 

■物質とエネルギーがまったく同じもの 

■情報 

■科学の発展：情報伝達の変化 →問題 

 

＜具体的トピック＞ 

■ＨＤ：フォーマットしても内容は残る！ 

 物理フォーマット、クイックフォーマット 

■デジタルは、なぜ雑音に強い？ 

■色の３原色を覚えていますか？ 

    ・赤、青、黄色 

・３色の絵の具を混ぜると何色になる？→ 黒 

■ところで、ＲＧＢって聞きませんか？ 

    ・Ｒ（赤色）、Ｇ（グリーン）、Ｂ（ブルー） 

    ・光の３原色を混ぜると何色になる？ → 白 

  ＜職業ショートスピーチ＞ 

     荻原 利彦 

大学教員の現状について 
パワーポイントにまとめて 
みました。 
○大学教員を取り巻く規定 

▪労働基本法 
▪教育基本法 
▪寄附行為（憲法）、就業規則（基本法） 
▪裁量労働制 国立（公務員）から独法 
○最近の問題点（私大の画一化） 

▪私の場合 朝 8:45 出校 夜 10 時過ぎ離校 
          授業 13 時間×6 日間＝78 時間／週 
 

 
 
▪一般的に 
 講義、会議、雑用（委員会や打合せなど） 
 調べ物、研究時間は少ない 
▪私大の画一化 
 1 単位 15 時間！（90 分×前後 15 回＝2 単位） 
 寄附行為（大学の憲法）の改変 
 平成 25 年 4 月に労働契約法改正 
 （非常勤講師の契約 最長 5 年） 
○現在の担当科目 

（前期）コンピューター実習（16 時間／週×15 回） 
    教職｛物理学実験｝（48 時間×2 回） 
    計 240 時間＋96 時間＝336 時間 
（後期）情報処理論（2 時間×15 回） 
    情報科学技術（2 時間×15 回） 
    計 60 時間 
 

＜定例理事会報告＞ 

①Ｇノミニー推薦の件。 

アンケート書式の確認と実施承認。 

②今年度インターアクト活動支援金の件。 

 前年度収支報告受領（残金 20,474円）によ 

り、新世代奉仕予算より８万円を承認。 

③地区大会 信任状提出の件。 

 選挙人１名選出により、瀬戸会長を承認。 

④9月、10月例会プログラムの件 

1)9月 24日（火）夜間例会の件 

 18:30点鐘「小田原屋」にて 会費 5千円 

2)10月 1日（火）例会取止め 

 龍仁 RC周年式典参加（10/1～/3日）に 10名 

 参加により、例会取止めとする。 

3)10月 29日(火)移動例会の件 

出席者が 1/3以上により、27日（日）地区大 

会へ移動例会として承認。 

⑤尾崎行雄を全国に発信する会より、「第 11回 

尾崎行雄（咢堂）杯演説大会」後援の依頼。 

11月 24日（日）13時「杜のホールはしもと」 

 会長幹事会にて検討する。 

⑥龍仁 RC周年式典のお祝金・お土産代の件。  

 お祝金として 25万円（24万円は預り金あり）、 

 お土産代として 3万円を国際奉仕予算より支 

 出承認。 

 
 



  
 

     会長の時間 

9 月になり、従来ですと、 
「日中はまだまだ暑いです 
が、朝晩吹く風に秋を感じ 
られる今日この頃です。」 
と話せば、季節の変わり目 
をお知らせできて、良い滑 
り出しになるのですが・・ 
とにかく暑い。昨日の竜巻 
発生や大雨、集中豪雨、ゲリラ豪雨、心配しきれ 
ない程の異常気象が各地で起こっております。 
今朝、当社の得意先で岩槻のお客様と電話で話 

した際、越谷の竜巻の話が出まして、まるで映画 
の 1 シーンのよう、CG みたいだったと言われて 
ました。とにかく空が異様で、青空半分・曇り空 
半分、真っ黒い煙が高く立っているように見えた 
そうです。得意先担当者は興奮冷めやらずって感 
じで話され、仕事の話は 10秒ちょっとでした・・。 
被災された方々の心労お察し申し上げます。 

     また昨日、臨時理事会を行い、その報告を致し 
    ます。ガバナーノミニーのクラブ推薦の件で、「無 

記名アンケートの実施」を決議しました。これま 
でに 2 回のフォーラム、2 回の情報集会等行って 
まいりましたが、クラブ全員での決定を考えての 
実施です。理事会での最終決定の前に、会員皆様 
にご協力をお願いします。 

     本日例会終了後に定例理事役員会を行って、 
アンケート書式を確認した上で、各会員へ FAX, 
メールにて送付致します。必ず【理由】欄にコメ 
ントを記入後、無記名で事務局に返信して下さい。 

返信締切日は、9/8(日)までとさせて頂きます。 
翌 9/9(月)に事務局にて集計、会長・幹事が立会い、 
集計表を作成して、その結果を 9/10(火)に臨時理 
事会（夜間）を招集して協議致します。 

               （一部要約にて掲載） 
 

 

 
●小林 亮君（相模原ＲＣ） 
 皆様、久し振りにお伺いしました。本日は宜し 
 くお願い致します。 
 

 
 

●瀬戸会長、豊岡幹事 
①荻原さん、本日、「職業ショートスピーチ」と 
「卓話」を宜しくお願いします。独壇場ですね。 
楽しみにしております。 

②今週土曜に「はあとぴあ」で奉仕活動がありま 
す。ご参加下さい。   

●川合 貞義会員 
 小林パストガバナー、久し振りにお会い出来ま 
 した。相変わらずお元気で何よりです。私も見 
 習って人生、精進するよう頑張ります。今後共 
 よろしく生活指導お願いします。 
●神田 達治会員、佐々木 裕会員 
①残暑お見舞申し上げます。9/7 日奉仕事業「セ 
ラピー犬による福祉施設訪問」ご苦労様です。 

②小林パストガバナー、ようこそ。益々お元気な 
 ご様子、嬉しいです。 
●永保 固紀会員 
①皆様、暑さに負けないように！ 
②小林パストガバナー、中クラブにようこそ。 
●江成 利夫会員 
 ショートスピーチと卓話の荻原会員、楽しみに 
 しています。 
●中里 和男会員 
小林パストガバナー、ようこそいらっしゃいま 
した。元気なご様子、何よりです。 

●菊地 啓之会員 
 荻原会員、本日の職業ショートスピーチと卓話 
 ご苦労様です。楽しみにしております。 
●最住 悦子会員 
 荻原さん、ショートスピーチと卓話でオンステ 
ージですね。楽しみにしています。 

●阿部 毅会員 
①本日は荻原会員の一人舞台の活躍で、ご苦労様 
 です。頑張って下さい。 
②小林パストガバナー、ようこそ。お元気なお姿 
 を拝見し、嬉しい限りです。 
●櫻内 康裕会員 
 今日のスピーチと卓話、荻原デーで、よろしく 
 お願いします。 
●伊倉 正光会員 
 荻原さんのショートスピーチと卓話、楽しみに 
 しています。宜しくお願い致します。 
         



 

 

   報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①地区大会のご案内（詳細はパンフレット参照） 

     10月 26日（土）13:00～会長幹事会 

              18:30～RI会長代理歓迎晩餐会 

     10月 27日（日）12:30～本会議  

 藤沢市民会館にて（10/26は藤沢産業センター） 

②地区指導者育成セミナーのご案内 

     地区大会第一日目の会長幹事会終了後に行い 

ます。出席対象者は会長・幹事、会長エレクト、 

クラブ研修リーダーの４名となります。 

     日時：10月 26 日（土）15:30～17:30 場所： 

藤沢産業センター（セミナー終了後の歓迎晩餐 

会に出席希望者は 9/13日締切。会費１万円） 

③地区大会提出資料の件（提出締切 9 月 13 日） 

1)宿泊申込書 2)信任状証明書 3)長寿会員・物 

故会員報告 4)財団・米山寄付者一覧表 5)会 

長幹事会、家族登録・送金明細 6)バス駐車場 

申込書 7)エクスカーション（ご夫人プログラ 

ム）案内 8)会員登録者名簿  

 

    ＜8 月 29 日 韓国・龍仁 RC との打合せ＞ 

ソウル市「イビス・アンバサダーホテル」にて 

出席者：龍仁 RCより洪会長、全培錫氏、中 RC 

         より阿部会員、米山学友ホンさん 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

相模原商工会館３Ｆ 

TEL 042-758-5750 FAX 042-758-1605 

●例会場 中国料理「敦煌酒楼」 

〒２５２－０２３1 相模原市中央区相模原 3-8-22 

TEL 042-750-5188 FAX 042-756-6559 

●E-mail: rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年、満 88才になり、ロータリー歴も皆出 

席で 44年です。ですが、茅ケ崎 RCには 50年 

皆出席の会員もおります。私も最近は杖をつい 

て歩くようになりましたが、本日もメイクアッ 

プに参りました。 

 とにかく例会を楽しまなければと思っていま 

す。時間を使い、年会費も払っているのですか 

ら、明るい例会を楽しんで下さい。会長・幹事 

も責任を持って、例会を充実させましょう。 

（概要にて掲載） 

例会プログラム 

９月１０日ゲスト卓話 市社会福祉事業団 

      常務理事兼事務局長 宮崎孝司氏 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  「敦煌酒楼」 

司  会   丸子 勝基ＳＡＡ 

斉  唱  「国歌君が代」「四つのテスト」 

ソングリーダー 最住 悦子会員 

 ビジター   小林 亮君（相模原ＲＣ） 

出席報告 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 12:30～13:30 

●編 集（親睦活動委員会）  

委員長   菊地 啓之 

副委員長  竹田  繁 

委 員  中里和男、佐々木裕、老沼秀夫、阿部 毅 

西島 満、最住悦子、田後隆二 

  http://www.sagamiharanaka-rc.jp/ 

会 員 出席（出席対象 20名） 事前メイク者 

２９名 ２２名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

２名 ９１．６７％ １００％ 

mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp
http://www.sagamiharanaka-rc.jp/

