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■点鐘

ントはこのようになっているはずです。では……

■国歌斉唱

・どうしてコンセントの左右の長さは違うの？
これはコンセントの左右の穴にはそれ

■「四つのテスト」唱和

ぞれべつの役割があたえられているか
らです。具体的には
右の穴は……電気が通ってくる穴。
つまりコンセントの奥から機器にむ

■来訪者紹介（会長 白石 繁 )

かって電気が流れてくるほうの穴で
「ホット」と呼ばれています。

米山奨学生

翁力棟

君

左の穴は……電気の帰り道。
電線を通して地面につながっている穴で「アース」もしくは「コー

■ 8 月誕生祝い
会

ルド」と呼ばれています。
・どうしてこんな違いがあるの？

員

堀内健太郎

君

８月

松岡

泰光

君

８月２１日

２日
これは安全性や安定性をたもつためにこのような形になっている

小野川善久

君

８月３０日

のです。
たとえば、もしなにかの事故などで高圧の電気が「ホット」から
流れてきてしまった場合でも「コールド」があればその高圧な電

■米山奨学金の授与
米山奨学生

翁力棟

気を地面に逃がすことができます。これがコンセントの穴の左右
の違いの意味です。ちなみに……

君

・コンセントは正しく差すと良いことがある？

■会長の時間（会長 白石 繁 )

もちろんわれわれが普段やっているように「なにも考えず適当に」
コンセントにプラグをさしたとしても問題はありません。パソコ

【コンセントの正しいさし方】

ンはつきますし、ふつうに音楽も聴くことができます。しかし。
じつはコンセントは左右を正しくプラグを差すことで品質向上が

「コンセントには左右の区別があり、正しいさし方がある」とい

図れる場合があります。

うのをご存じでしょうか？
本日は、意外と知らない……というよりふだんぜんぜん意識しな

具体的には音響機器や通信機器の動作の安定や品質向上につなが

いコンセントの穴の正しい使い方のご紹介です！

る場合があるのです。どういうことなのでしょうか？

・なぜコンセントの穴は 2 つあるの？
・コンセントの正しいさし方
それにはまずコンセントを見てくださ
い。左右の穴を見くらべてみてください。

音響機器などの電源コードを見てください。白

するとなんと左右の穴の長さが違うのが

い線が印刷されていませんか？

わかると思います。

白い線が印刷されている場合

具体的には左 9mm、右 7mm。

その場合、白い線が印刷されている方を「アー

どのコンセントも「左のほうがやや長い」というのが特徴です。

ス」と呼びます。つまり、おなじアースの左の

通常、配線工事が正しくおこなわれている場合、すべてのコンセ

穴にさしこんでください。これが正しいコンセ

−１−

ントプラグのさし方です。

６）

白い線がない電源プラグの場合は？

地区大会に関するアンケート（本日皆様にＦＡＸしますのでご回

白い線がない場合は、コードの片方に文字が印刷されていること

答宜しくお願いします。）

があります。その場合、文字が印刷されている方が「アース」に
なります。白い線の場合と同様、左の穴にさしこんでください。

７）
会員満足度アンケート、未だの人宜しくお願いします。
（匿名です）

まとめ
コンセントをそれぞれ正しい方にさすことで音響機器ならばノイ

８）

ズがなくなったり、音質が良くなったりという効果が期待できま

２０１８−２０１９年度熊本市域ロータリークラブ会員名簿、第

す。ほかにもノートパソコンならば、はやり音や画質に良い影響

２校を各テーブルに置いてあります。各自ご確認をお願いいたし

がある場合もあります。

ます。写真が未だの方は至急ご提出を願いいたします（例会場で

コンセントプラグは印のある方を左側にさす――ぜひとも試して

撮影も可能です）。

みてください。
■今後の行事
以上。今日の会長の時間は「コンセントの知識と正しい使い方」

開催日

行事名

場所

会場

のお話でした。

出席者
白石繁、
村瀬直久、
吉田嘉昭、
宮川義行、

■幹事報告（幹事 村瀬直久）

中島祐爾、
緒方公一、

１）

内田信行、

髙山泰四郎 ガバナー、倉田榮喜 職業奉仕部門長、佐藤憲幸 職業
奉仕委員長より、職業奉仕セミナー（大分・熊本）開催の案内。

8 月 8 月 2 日（木）

慈愛園サマーキャ
ンプ

熊本研修セミナー（熊本開催）
日時

熊本県
阿蘇郡

山田公也、
阿蘇ミルク牧場

西原村

杉本整哉、
杉本愛和、

２０１８年９月２９日（土）１３：００〜１６：３０

西村陽介、

（受付開始１２：３０〜）
場所

小畑成司、

西村雅佐代、

熊本県民交流会館パレア ９階 第１会議室

西村夏鈴、
西村風花、

２）

河上勝平、

瀧 満 ガバナーエレクト、川原田和廣 次期地区幹事より、
２０１９〜２０２０年度 地区委員推薦のお願い。
お願いしたい役職
期間

米山記念奨学会部門
8 月 5 日（日）
セミナー

各部門の委員（委員長を含む）

熊本県
熊本市

倉元郁子
白石繁、
メルパルク熊本

山田公也

２０１９〜２０２０年度

推薦書提出期限

９月２８日

9 月 2 日（土）

３）
河野誠男 地区青少年奉仕部門長、粟津正紀 地区 RYLA 委員長よ

9月

り、２０１８〜２０１９年度 RYLA セミナー受講者募集の案内。
日程

広報・青少年奉仕

本県

くまもと県民交流

部門合同セミナー

熊本市

会館パレア

9 月 8 日（土） 伝承遊びの集い

荒尾 RC 創立 40 周

平成３０年９月８日（土）

9 月 8 日（土） 年記念式典・祝賀

１１時集合〜９月９日（日）１３時終了（１泊２日）
場所

会

熊本県
熊本市

先着４０名

応募資格

対象年齢

日田 RC 創立 55 周
10 月 10 月 6 日（土）
年記念式典

１８歳〜３０歳

ロータリアン企業の社員、あるいは組織や地域社
11 月 11 月 4 日（日）

会のリーダーに興味のある方、

荒尾市

登録料
４）

５）
泉ヶ丘校区自治協議会 加藤俊鋪 会長より、
「伝承遊びの集い」共

宇佐市

（会報・雑誌担当 松岡泰光）
「ロータリーの友８月号」紹介

催のお願い。

−２−

日田市
大分県

■委員会報告

熊本りんどうＲＣより、第１回市域ＲＣ会長幹事会議事録の送付。

大分県

宇佐八幡 RC 創立

３，０００円（宿泊費、食事、研修費）

案内中

ホテルヴェルデ

村瀬直久、
宮川義行、
山田公也

３０周年記念式典

ローターアクト

泉ヶ丘校区公民館

案内中

白石繁、
熊本県

阿蘇ＹＭＣＡ

募集人員

村瀬直久、

昭和学園高等学校、
マリエールオーク

案内中

パイン日田
宇佐神宮参集殿

案内中

■委員会報告

２００名を越える犠牲者を出した災害に、１人１人の人々が何か
できないか、力になりたいという想いが伝わってきました。特に
熊本地震を経験しているので他人事とは思えないですよね。皆さ
んありがとうございました。

（社会奉仕担当 吉田嘉昭）
慈愛園サマーキャンプについて
（８月２日、阿蘇ミルク牧場）

■新年度方針（奉仕プロジェクト委員長 白木誠一）

■委員会報告
（青少年奉仕 宮川義行、
熊本東南ＲＡＣ 倉元郁子）
・熊本東南ＲＡＣ ８月第１例会

■新年度方針

案内

（職業奉仕担当 古田哲朗）

８月７日２０時〜 スポルト熊本（大劇ビル内）
チャリティーボウリング １人 １５３０円
集めた金額は西日本豪雨災害義援金として被災地に寄付いた
します。

1. 活動方針
四つのテストを基本にして、会員の職責の倫理、道徳、品位を高
める。また、仕事を通して職場や地域社会での奉仕を実践し、職

・熊本東南ＲＡＣ

８月第２例会

業奉仕の考え方について、会員の理解を深めるための活動を行う。

案内

８月１８日１０時〜 大江公民館
郷土料理を作ろう（だご汁、他）

2. 実施計画

・７月２９日 西日本豪雨災害義援金募金活動

（１）活動方針に沿った企業を選定し、訪問する。

報告

（２）活動方針に沿った外部卓話者を招き、職業奉仕についての

下通りパルコ前で募金活動を行い、熊本東南ＲＡＣを初め

勉強会を実施する。

各ＲＡＣ、熊本東南ＲＣ会員が参加

（３）毎月の初回の例会日に四つのテストの唱和または歌唱をする。

７万円以上が集まりました。

■新年度方針（社会奉仕担当委員 吉田嘉昭）
■出席報告
（出席・プログラム担当委員 福井 学）

月日

会員数 出席者数

46
07 月 18 日 （免 1）
45
46
08 月 01 日 （免 3）
43
☆出席免除
07 月 18 日

委員 ( 社会奉仕 ) 吉田嘉昭
住江正治、河岸彦治、坂梨友一、島村徹男、

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

2

41

91.11

39

33

西村陽介、志賀重人、堤勝也、
驚山法雲、横山佳之、彌冨照皇
1. 活動方針
(1) 当クラブは、地域社会にある児童養護施設の福祉向上支援、
青少年支援を長きに渡って行ってきた。本年度も支援と交流
を継続して行う。
(2) 新たな社会奉仕として、地域社会のニーズを捉えた、時代に
合った奉仕のあり方・内容を検討
（RCC: ロータリー地域社会共同体など ) する。
また、国際奉仕委員会など、関係委員会と連携して、
グローバル補助金活用の検討をする。

76.74

島村徹男

08 月 01 日
住江正治
☆欠席者（4 名）

島村徹男

鷲山法雲

07 月 18 日

山本修三

井村宜敏

内田敏視

今度の 100% 出席の日は

渡邉一弘

2. 実施計画

08 月 29 日です。

■スマイル
（親睦・スマイル担当委員 堀内健太郎）
◎宮川義行 5,000 円
７月２９日、下通りパルコ前で熊本東南ローターアクトクラブ主
催の募金活動に参加しました。ほとんどのメンバーが初めての経
験でしたが、声もよく出て、多くの方からの浄財が集まり、西日
本豪雨災害の被災地に届けられると思います。自主的に募金活
動をしていたマリスト高校の７人の高校生と一緒に、総勢２５
名程で活動しましたが、積極的に募金される方が多かったです。

(1) 慈愛園サマーキャンプ支援と交流
8 月 2 日 ( 木 )「阿蘇ミルク牧場」 支援金 100,000 円
(2) 児童福祉施設高校進学児通学自転車購入支援 地区補助金活用
熊本県内の児童福祉施設を対象に高校進学児通学自転車購入
を支援する。支援金は、各施設を会員が分担して訪問し手渡
しをする。
（2019 年１月〜 2 月予定）
58 台× 15,000 円 = 870,000 円
グラブ支援金 538,440 円 地区補助金 331,560 円
(3) 熊本少年友の会支援
非行に走ってしまった少年の更生を支えるための活動を行な

−３−

うボランティア団体です。
団体会員会費 5,000 円

(4) 泉ケ丘校区伝承遊びの集い支援と交流
9 月 8 日 ( 土 ) 泉ケ丘校区公民館 支援金 80,000 円
(5) 認定特定非営利活動法人 スペシャルオリンピックス日本・熊本 支援
スペシャルオリンピックス日本・熊本は、知的障がいのある人

入会金：なし
会報発行：月２回
理事会：毎月１回
今後、アクト卒業生について１０月に立ち上げが予定されている

たちに日常的なスポーツトレーニングと、その成果の発表の場
である競技会を年間を通じて提供し、社会参加を応援する国際
的なスポーツ組織です。
35 周年記念事業 寄付金 200,000 円
参考 30 周年記念事業 寄付金 300,000 円
(6) RCC( ロータリー地域社会共同体 ) の魅力と可能性についての検討
RCC はロータリークラブがスポンサーとなり、地元のニーズ
に応えるために、ロータリークラブと協力して活動する人たち
のグループです。
「自分たちの町を、自分たちの力でより良くしたい」と考えてい
る人は意外と多いもの。ロータリー地域社会共同隊では、ロー
タリークラブ会員ではない人たちが、自分たちで計画したボラン

地区学友会への参加を検討し、アクト−学友会−ロータリーの流
れを作れたらいいのではないかと思っています。

ティア活動やクラブとの協力を通じて、地元に変化をもたらして
います。
現在、世界 90 カ国以上に 8,500 を超える RCC があります。
事例

ケニア
ナイロビ近くの村で活動する RCC は、エイズ孤児のための
居住施設をつくり、子どもたちの世話をしています。居住
する子どもの多くもまた、HIV に感染しています
日本 ( 愛知県 )
半田 RCC は、地元の学校と協力して防災教室を実施。

■新年度方針
（国際奉仕担当 小畑成司）
実施計画は５項目
１）フィリピンの里親支援継続
支援継続の中でどういった実態になっているかを把握する。
２）米山奨学生の例会参加奨励
これは翁君はすばらしい出席参加状況であること。
３）米山奨学会への寄付の奨励に努める。
累計 30,693,842 円、年平均 902,760 円、素晴らしい数字で
あります。
４）国際奉仕新事業の模索
新しくプロジェクトチームを立ち上げ、まずは数名で海外ボラ
ンティアの方針を固めたいと思っています。日越協会の会員で
もあるので、ノウハウを取得しながら海外支援を自ら汗を流し
やってみたい、ゆくゆくは台湾や和歌山とも共同で行えるよう
になったらいいなぁなどと考えています。
５）国際大会への参加を奨励する
来年はドイツハンブルグでの大会です。素晴らしい出会い、素
晴らしい経験があなたを待っています。どうぞたくさんの参加

応急処置の方法、簡易トイレづくり、非常食の準備などを
行いました。
(7) 関係委員会と連携して、グーバル補助金の活用検討

をお待ちしております。

■新年度方針
（姉妹クラブ担当担当 古庄浩二）

■新年度方針

1. 活動方針

（青少年奉仕担当 宮川義行）

（１）クラブ創立３５周年の周年行事に向けて
会員一丸となって成功に向け一致協力する。

1. 活動方針
（１）アクト会員の会員数の減少により、存続の危機に直面して
いる現状を認識し、
熊本東南ロータリー全会員がアクト会員獲得に努力する。
（２）アクトの例会を魅力的なものにするため、熊本東南ロータ
リー会員の参加協力をお願いする。
（３）慈愛園サマーキャンプ及び伝承遊びの集いへの参加応援を
する。
2. 実施計画

（２）交換留学生の募集には積極的に対応する。
2. 実施計画
２０１９年３月熊本東南ロータリークラブ創立３５周年記念式典
及び懇親会に姉妹クラブである台湾板橋南區扶輪社、和歌山東南
ロータリークラブ、他に友好的な宇佐ロータリークラブを招聘す
る。

（１）アクト・ロータリーアンが、友人・知人・他のクラブの米

■

山奨学生等に、アクトへの入会を勧める。

点

鐘
編集者

（２）アクト例会にロータリアンの参加を呼びかける。

松岡泰光

（３）他クラブと連携し、アクト活動の進歩を諮り更なる高みを
目指す。
地域社会を変える
私たちはローカルに考え、グローバルに行動します

（４）継続的な奉仕活動を考える。
アクトの概況
例会日：毎月第一、第三火曜日 ２０時から２１時
例会場所：清水公民館
会員数：６名 男子２名、女子４名
年会費：１８０００円（月１５００円×１２ヶ月）

情熱と責任感のあるロータリー会員は、それぞれの経験やスキル
を生かして、根強い問題にも粘り強く取り組んでいます。私たち
は、長期的に考え、持続可能な影響を残すことを目標としています。

−４−

