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2011～2012

クラブ年度テーマ

『 ﾛｰﾀﾘｰの原点にたちかえり、思いやりの気持ちを持とう 』

Ｗｅｅｋｌｙ Ｒｅｐｏｒｔ

第２６回 例 会 記 録
１月は｢ﾛｰﾀﾘｰ理解推進月間」です。
通 算 ： 第 1268号
例会日 ： 平成 24年 1月 26日
発行日 ： 平成 24年 2月 2日
◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢卓話 相馬 元会員」
◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「移動例会 防災教室」
◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
田中 薫 相馬会員､卓話を宜しくお願いします｡
中田俊彦 相馬会員､卓話を楽しみにしています｡
三家 護 先週は産廃の講習会に出ましたので､欠席し
ました｡申し訳ありませんでした｡
杉崎晴男 相馬会員の卓話を楽しみにして参りました｡

出席 前々回

点鐘・開会宣言・歌唱

 件 合計 累計 目標額 達成率

ﾛｰﾀﾘｰ財団 10 10,000 280,000 336,000 83.33%

米山奨学会 9 9,000 284,000 560,000 50.71%

ﾆｺﾆｺBOX 14 14,000 488,000 1,000,000 48.80%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 11 11,000 350,000 500,000 70.00%

祝慶事

◆ 会長報告
＊2010-11年度 東日本大震災被災地への義援金による
｢ﾛｰﾀﾘｰ希望の風奨学金｣ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ発足･開始の報告が届い
ております。義援金総額は442,479,051円
対象:保護者が東日本大震災により死亡､行方不明の高

等学校､高等専門学校､高等専修学校高等課程､
専修学校専門課程､大学､短大在学生

報告

≪会員誕生日≫
鈴木良一幹事 1/2 杉崎晴男会員 1/21
田名網成彰会員 1/24 菊池幸治会員 1/27
細谷和彦会員 1/31
≪米山功労者≫
米山功労者第３回ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ 細谷やよい様（感謝状）

お客様
史 潤宇様(米山記念奨学生)

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 27 25 11 56.00%

前々回 27 25 4 1月12日分 2 92.00%

クラブ会報委員会
本藤光隆委員長 相馬 元副委員長
三富末雄委員 森山圭介委員 編集担当：森山圭介

専修学校専門課程､大学､短大在学生
奨学金:専門学生50,000円(最長36ヵ月)大学生50,000  

円(短大24ヵ月､大学48ヵ月)
※奨学金は貸付けではなく給付

給付人数:2011年度は30名 2012年度は50名を予定
＊2011学年度 期間終了 米山奨学生 修了式･歓送会開
催の案内が届いております。
日時:2月26日(日)17:00-20:00 場所:ﾎﾃﾙｷｬﾒﾛｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ
＊「ﾛｰﾀﾘｰｶｰﾄﾞで東日本の復興を!」ﾛｰﾀﾘｰｶｰﾄﾞ利用拡大
体制作りのためｸﾗﾌﾞﾛｰﾀﾘｰｶｰﾄﾞ担当責任者報告の依頼が
届いております。
＊1月20日(金)に高津警察署武道始に出席しました。
◆ 近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ
＊川崎稲生RC:1月27日(金)18:30～移動例会 稲田堤 絵
＊川崎中央RC:1月30日(月)18:30～ 夜間例会に変更
＊川崎南RC:1月31日(日)18:30～ 横浜ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ
＊川崎麻生RC:2月3日(金)休会 2月18日(土)17:00～

創立20周年記念式典 ﾎﾃﾙﾓﾘﾉ新百合丘
＊川崎幸ＲＣ:2月3日(金)を8日(水)18:00～に変更

3RC合同例会｢煌蘭｣
＊新川崎RC:2月8日(水)18:00～ 3RC合同例会
◆諸事お知らせ
＊次週2月2日(木)は防災教室(川崎市立久地小学校)で
す。会員皆様のご協力をよろしくお願い致します。
◆委員会報告
＊雑誌広報委員会 森山圭介委員長
本日Rの友が配布されたと思います｡去年の東日本大震
災後の復旧の話があったのでﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟしました｡前岩手
県知事･元総務大臣の増田寛也氏の文章ですが､震災後
について国の動きや公的機関の反省すべき点が書いて
あったので説明させて頂きます｡他にもﾛｰﾀﾘｰの多岐に
わたる活動が載っています。
＊職業奉仕委員会 細谷和彦委員長
来週､新世代奉仕委員会･職業奉仕委員会･社会奉仕委
員会共催で防災教室を久地小学校で行います｡9：15に
集合ですが､それ以前に田中会長が国道409号線(府中街
道)で待っているので､是非皆様の出席をお願いします
＊国際奉仕委員会 石川演慶委員長
FAXでご案内したように､ﾀｲの国際大会を1月末で締め

切らせて頂きます｡日本から近いｱｼﾞｱ圏ですので日本人
ﾛｰﾀﾘｱﾝ向けに催物も色々企画されているようです｡行っ
て良かったと思える旅行にしたいと思います。



１月２６日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

会員卓話｢省ｴﾈ対策とLED照明」

相馬 元 会員
☆省ｴﾈの基本は「消ｴﾈ」

不要な電気はこまめに消しましょう。

東日本大震災後､電気の重要性や省ｴﾈの必要性が再認識
＊家電製品の消費電力の大きさ

冷蔵庫(常時)150～600ｗ ｱｲﾛﾝ1200ｗ
ﾄｰｽﾀｰ(加熱時)1000ｗ ｺﾀﾂ600ｗ
電子ﾚﾝｼﾞ1300ｗ ｴｱｺﾝ(6畳)700ｗ
電磁調理器(卓上)1200ｗ 電気ｶｰﾍﾟｯﾄ500～800ｗ
食器洗い機1300ｗ ﾊﾛｹﾞﾝﾋｰﾀｰ500～1000ｗ
炊飯器(IHﾀｲﾌﾟ)700～1300ｗ 加湿器300～500ｗ
ﾎｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ1300ｗ 液晶ﾃﾚﾋﾞ(32型)150ｗ
洗濯機500ｗ ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾚﾋﾞ(32型)240ｗ
洗濯機(乾燥機能)800～1000ｗ ﾊﾟｿｺﾝ150～300ｗ
掃除機1000ｗ ﾉｰﾄ型PC50～150ｗ
ｳｫｼｭﾚｯﾄ(便座ﾋｰﾀｰ)1000ｗ 扇風機50ｗ
ﾄﾞﾗｲﾔｰ800～1200ｗ

上記は一般的な目安です｡製品の種類や大きさによって
消費電力は大きく変わります。一般家庭の電力消費の内
照明器具は15％程度｡産業界では1973年以降ほぼ横ばい
(0.9倍)既に高い省ｴﾈ技術(景気低迷も一因)民生部門(一
般家庭やｵﾌｨｽﾋﾞﾙ)では増加の一途を辿っている｡(2.5倍)
＊東京電力管内における最大電力量

震災前＝6,000万kw前後(夏季が最大）
過去最大＝平成13年に6,430万kwを記録｡
（その時の東京最高気温38℃）

気温が1℃ UPすると約170万kw増加
平成23年夏＝4,966万kw 産業界の省ｴﾈ 休日変更
平成24年1月20日＝4980kw
東京電力発電量
震災直後：3,100万kwまで落ち込む

＊LED電球の特徴
小電力(電球の1/8の電力）
長寿命(一般電球2,000時間 LED4万時間）
紫外線を殆ど含まない。(虫よけ)
点滅による寿命劣化がない。
点灯後すぐ100％の明るさ(電球型蛍光灯は明るくなる
のに時間がかかる）
低温場所でも明るさが変わらない。

＊LEDの寿命は､電源制御回路や蛍光体の劣化による。
定格寿命は全光速(明るさ)が初期の70％になる時間
(平均値)

＊問題点
ｺｽﾄが高い
(LEDはLEDﾁｯﾌﾟ･電源制御･熱対策･各種特許)
温度上昇に弱い(温度上昇により効率が低下する)
重量がある(既存照明器具のｿｹｯﾄが破損）

震災直後：3,100万kwまで落ち込む
現在＝約5,300万kw（2012年夏までに5,700万kw程

度まで回復予定)原子力発電所がｶｷﾞ
震災前の発電種別内訳
原子力27% 原子力1基100万kw以上(柏崎刈場7号機)
石油石炭19% 天然ｶﾞｽ40% 水力14%
水力発電では余剰電力で揚水している。
発電容量は､気候等を観測･予測し出力ｺﾝﾄﾛｰﾙして
いる｡(原子力は電気的にｺﾝﾄﾛｰﾙしやすかった。）
火力は、原油燃料費の増加＝電気料金の値上げに
つながる。CO2が多く出る。

＊LEDとは Light Emitting Diodo 発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞの略ｐ
型半導体とｎ型半導体の組み合わせで、電気を通すと
光のｴﾈﾙｷﾞｰが発生する白熱灯のように熱ｴﾈﾙｷﾞｰを介在
しない為､ﾛｽが少ない。

＊LEDの歴史 ･LED素子の発見､1907年ｲｷﾞﾘｽ､炭化ｹｲ素に
針を建てて電流を流すと発光する現象が観察された
(ただし発光原理はわからず､かすかな赤外光のみ）

・1962年GE(ｾﾞﾈﾗﾙｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ)で人間の目で認知できる
赤色LEDの開発に成功

・1970年代に入りLED光源を用いる機器や装置が使用
される｡(屋内専用)家電製品のﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ､電子部品
のｲﾝｼﾞｹﾞｰﾀｰ電卓やﾃﾞｼﾞﾀﾙ時計の7ｾｸﾞﾒﾝﾄﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

・1980年代後半に高効率で発光する赤色LED素子の開
発｡(屋外でも使用可能な明るさ）

･1990年代に高効率で発光するｵﾚﾝｼﾞ色､黄緑色のLED素
子の開発（自動車のﾌﾞﾚｰｷﾗﾝﾌﾟ･方向指示器･道路標
識･電光表示器など)

･1993年世界に先駆け､日本の日亜化学
工業の中村氏によって青色LEDの開発に成功（青色
LEDの裁判で有名） (光の3原色そろう）

さらに蛍光体との組み合わせで､白色光を発光させる
LEDﾓｼﾞｭｰﾙが開発この白色LEDが発売された事をきっか
けに多様な製品が市場に出回る。

そして白色LEDの発光効率も10lm/w(40w電球は11～
13ｌm/w程度)を越えるようになり､ようやくLED照明へ
の検討が始まった。


