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例会報告 Ｖｏｌ 43 Ｎｏ.２０（No.2060）１１月３０日（水）晴れ（司会 松坂興一委員） 

本例会でのおもな事項        

   ＊会長挨拶              ＊外部卓話 

            東京電力顧問   仲津真治様 

ビ ジ タ ー  

卓話者   東京電力顧問   仲津真治様（取手ＲＣ） 

水海道ボーイスカウト第一団 副団委員長  柴沼四郎様 

諸 報 告 

親睦活動委員会 （北村英明副委員長） 

クリスマスパーティーの会費を来週で完納させて頂きたいと思います。当日のバス利用等の回覧をいたし

ます。宜しくお願いします。 

 

ご 挨 拶 水海道ボーイスカウト第一団 副団委員長 柴沼四郎様 

皆さん、こんにちは。副団委員長の柴沼です。日頃は神社の神主をして

おります。茨城県南西部、鬼怒川と小貝川に挟まれた水海道市で活動し

ている、ボーイスカウト水海道第一団です。設立３３年目になります。 

ロータリークラブの皆様方には、育成会と言う事でボーイスカウトのいろい

ろなご支援を頂きまして、誠に有難う御座います。 

現在指導者１５名、子供４７名 

育成団体・・・・水海道市役所、水海道ロータリークラブ、水海道ライオンズ

クラブ、水海道青年会議所 
予算・・・年間３３０万円（育成会より１３万円ずつご支援いただいてます。） 
ビーバースカウトは、「みんなと仲よく遊ぶ、自然に親しむ、楽しみや喜びを分かちあう」ことをねらいとして、 

遊びを中心に活動します。 
カブスカウトは、野外での楽しいゲームやハイキングをはじめいろいろな「活動を通じて学ばせ好奇心と冒

険心を満足させる」ことに重点をおいています。 
このような活動が、異年齢の縦割り小グループで、 経験豊かな指導者のもとで楽しい体験を通じて、知

識・体力・社会生活のルールを身につけ、 心身ともに健康で豊かな人間に成長することを目標にしてい

ます。 
ボーイスカウトは、野外生活を中心にいろいろなプログラムに自ら挑戦する自発活動が中心になります。 

ボランティアのリーダーの下で、月２回ほど日曜日を使いまして、野外活動、奉仕活動を行っています。町

内のカーブミラー、公園での空き缶・ゴミ拾い等も行っています。 

ボーイスカウトは生涯学習といわれように、就学前の子供から指導者には６０代の方もおります。 

モットーとして「備えよ常に」これをしっかりと子供たちに見につけさせて行きたいと思います。 

ご支援いただいております資金等を有効に使わ

たいと思います。これからも宜しくお願い致し

ます。 

 

せていただきまして、本年・次年度と活動を展開していき
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幹 事 報 告  （熊谷 昇幹事） 

、牛久ＲＣ、守谷ＲＣ、 

り 甲子亭 

ホテル 

７時より 山水閣 

週 報 受 理  龍ヶ崎中央ＲＣ

例会変更通知受理  牛久ＲＣ １２月１２日（月） 午後７時よ

                     １２月２６日（月）→１２月２３日（金） 帝国

                     平成１８年１月２日（月）休会 

                            １月１６日（月） 午後

例会場変更  １２月２１日（水）常陽銀行水海道支店会議室→水海道商工会２階会議室 

長 挨 拶 （青木清人会長） 

ボーイスカウト副団長の柴沼様と、ゲストスピーカーとして取手ＲＣ会員 兼 いばら

んを救う会」ですが、移植以外に助かる方法がない赤ちゃんが身近におられ、大変苦

部 卓 話  「電気が如何に開かれて来たか？その節目を担った人々」 仲津真治様 

擦すると、紙

、電磁気学

ったが

現象（雷雲による巨大な静

 り、クーロンの法則を見出した。電気や磁

 年、イタリア（ボロニア）のガルバニーが、蛙の筋肉が金属に触れて痙攣を起こす現象を

３． 近代 のボルタが、より体系的な

ここ

ステッドが電流によって熱や光のみならず、磁気が起きる事を発見した。

 

会

皆様、こんにちは。 
本日は、お客様として

き大使 兼 東京電力顧問 兼 ・・・・・・されております仲津様にお越し頂きました。会員一同ご歓迎申し

上げます。仲津様は京大法学部卒の元建設省のキャリアの経歴を持ち、ロータリアンとしては異色の方で

す。また随想集「世間のツボ」を刊行させており、映画、スポーツ、音楽、政治・経済、旅・・・と幅広い分野

でコメントされています。「世間のツボを押さえてみれば、見えて分かって元気出る」是非お読みいただき

たいと思います。 
さて、「あやかちゃ

しんでおられます。色々ご意見もおありかと思いますが、少しでも我々で役立つことであれば支援して参り

たいと思います。 
 
外

１． 古代 ＢＣ一千年頃、東洋で磁石の理が知られていた。 

ＢＣ６００年頃、ギリシアの七賢人の１人、ターレスが琥珀を摩

や羽根をひきつける事を知っていた（静電気）。琥珀を意味するギリシア語

「BLEKTRUM」は、今日の電気、electricityの語源となった。 

２． 近世１６００年、英国のギルバートが「磁石について」を刊行

の科学書の嚆矢となる。エリザベス女王に講義し、電気の実験を披露

した。地球が大きな磁石である事を見出し、羅針盤の理を解説、静電

気を系統的に研究した。しかし、この後２００年間の進歩も遅々たるもの

、三つの大きな業績がある。 

 １７５２年、アメリカのフランクリンが有名な凧の実験を行い、雷が電気
で、静電気の世界に止ま

電気の放電）であることを証明、避雷針を発明した。 

１７８５年、フランスのクーロンがその発明した装置によ

気の力（引力や斥力）は、電気や磁気の量の積に比例し、距離の二乗に反比例すると言うも

の。 

１７８９

発見、摩擦以外に方法で電気が得られることを人々に知らしめた。ちなみにGalvaniの名前は電

気を意味する、もう一つの言葉「GALVANIK」の語源となっている。 

ガルバニーの業績を称えつつも、その説明に満足しなかったイタリア

検証を行い、理論を構築、その実験の意義を世に明示した。更に、ボルタは電池を発明、持続的に

電気を取り出すことを初めて可能にし、そのことを英王立学会に論文として発表、静電気に止まらな

い動電気の時代を切り開いた（１８００年）。 

に電気の近代が幕開けた。 

① １８２０年、デンマークのエル
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電気と磁気の間に関係があることが初めて証明されたのである。この発見はのちに英王立学会が顕

彰した。 

同じ年、エ② ルステッドの業績を元にフランスのアンペアが電流と、それが周囲に生み出す磁場との間

③ 、ドイツのオームが電圧と抵抗と電流との間の定量的な関係を明らかにした。このオームの

④ 。磁場に電

⑤ 用化、電気や磁気を通信

⑥ 

⑦ さ

⑧ 年、アメリカのグラハム・ベルが電話を発明した。モールスの電信に遅れること４０年、音声を電

⑨ アメリカのエジソンが電灯を発明した。エジソンはベルと同じ１８４７年の生まれで、数多くの

⑩ ンスは電車を実用化している。既に登場していた鉄道に電気が動力を

⑪ ックスウェルの理論で予言された電磁波の一種、電波が

⑫ 功した。実用化は１

⑬ ないと信じられてきた原子がより小さい粒子からなることを

の法則を見出した。背景にナポレオンの英明があり（メートル法の制定、エコール・ポリテクニークの

創立） 

１８２７年

法則は１８４１年に英王立学会により初めて承認された。 

１８３１年、英国のファラデーは今日の電気工学の基礎となる電磁誘導の現象を発見した

流を流すと、何もない隣のコイルに電流が流れ出すという誘導電流の発見である。これは遠隔作用

の考え方を排し、今日に繋がる「場」という概念を確立させた端緒である。 

１８３５年、アメリカのモースルが電流による信号を遠方に伝える方法を実

に応用することに初めて成功した。電信の発明である。しかし、事業化には苦労し、特許を巡る争い

もあって、１８４４年に至り初めてモースル符号による英文がワシントン・ボルティモア間を伝わった。 

１８４１年、ドイツの大数学者であり天文学者であるガウスが、地磁気の体系的な観測に成功、その絶

対的な単位を確立、地磁気学の一般理論を樹立し、ニュートンの力学に匹敵する功績を挙げた。 

１８６４年に至り、英国のマックスウェルはファラデーの電磁誘導で唱えられた「場」の考え方を発展

せ、これを数学的に体系化、電磁波の理論を確立した。これにより、既知の光に繋がる電波の存在

を予言したのである。波長の長い電波から、波長の短い光波、さらに短いＸ線、ガンマ線に至る全て

を透徹した電磁波の考え方が定立され、後年電波が発見、今日の電波工学の隆盛に繋がってい

る。 

１８７６

気に変換して伝えることの難しさを示しているが、電磁石がこれを可能にした。この発明は諸外国に

も衝撃を与え、電話事業を生み、今日世界中の電話が相互に繋がる時代へと発展する端緒をなし

ている。 

１８７９年、

発明を成し遂げた偉大な発明王であるが、事業家としては大成しなかった。しかし、電灯の発明は電

気が電信・電話のみならず、電力として使われる道を開いた画期的なもので、現代の電気文明の本

となるものである。もっともエジソンの発明は、動電気の中でも当時実用化されていた直流にほとんど

よっていたので、理論的存在から、その後実用化されるに至った交流に取って代わられていった。そ

れを主導したのは、ライバルのニコラ・テスラである。尚エジソンは、１８９３年に映画を発明し、今日の

映像文化の基礎を築いた。 

同じ１８７９年、ドイツのジーメ

供給する道をつけた重要な発明で、エジソンの電灯の功績に並び称せられる。これに先立ちジーメ

ンスは１８６６年、発電機を実用化しており、科学者に止まらない事業家の才覚も持ち合わせていたよ

うである。また、この発電機や電動機（モーター）について、運動、磁場の方向、電気の方向の関係

をわかりやすくまとめた、フレミングの左手や右手の法則が名高いが、１８８４年のロンドン大学での講

義で学生向けに使い始めたものだと言う。 

１８８８年、ファラデーのアイデアに始まり、マ

遂に発見された。ドイツのヘルツがカールスルーエで行った実験によってである。ヘルツは３７歳で

若死にしたが、その不滅の業績はヘルツという周波数の単位に刻まれている。 

次いで、１８９５年イタリアのマルコーニが電波による通信を可能にする実験に成

８９７年から英国で行われ、１８９９年英仏海峡を横断、１９０１年、大西洋横断を達成した。この新しい

通信方法の出現は世界を驚愕させた。 

他方、同じ頃それまでこれ以上分割出来
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英国のトムソンが明らかにした。１８９７年の電子の発見である。これが真空管から半導体の発明・発

見に繋がり、今日の電子工学の源となっている。電気は主として、この電子が引き起こす現象であり、

磁気もそうだということが後年判明。 

現代２０世紀の初めの頃、近代の自然４． 科学、とりわけニュートン以来の物理学を大きく書き換え、人類

① 電効果に関す

② て予言された原子エネルギーは、質量とエネルギーの等価性、

③ きな功績があったのが、アメリカのアーネスト・ローレ

なお 電気の科学や技術に寄与できた人物はほとんど出なかったが、

席 報 告 （白井 豊委員長） 

出席率 ．００％

の世界観に決定的な影響を与えた論文が書かれた。１９０５年のアインシュタインによる特殊相対性

理論の発表である。ここに、新世紀が開かれ、現代が始まると言っても過言でない。 

しかし、後の１９２１年、アインシュタインにノーベル賞が授与されたのは、１９０５年の光

る論文による業績の方だった。これは、金属の表面に光（正確に言うと、より広く電磁波）を当てると、

電子が飛び足す現象についてかかれたもので、アインシュタインが電気の世界でも実績を残している

事が分かる。ついて、アインシュタインは、１９１５年に一般相対性理論、更にこれを発展させた統一場

の理論を１９２９年に発表している。 

アインシュタインの相対性理論によっ

相互変換性を基礎としたものであるが、その解放者として最もよく知られているのは、エンリコ・フェル

ミである。イタリアのローマ大学の教授で科学者であって、超ウラン元素の存在を予言するなどの業

績に対し、１９３８年にノーベル賞を受けたが、その帰途、帰国せずアメリカに亡命、マンハッタン計画

に参加することとなった。１９４２年、フェルミの指揮指導の下、シカゴにてウランの連続連鎖反応に初

めて成功、原子エネルギーの利用の緒が得られた。この反応を減速して持続的にエネルギーを取り

出すようにしたのが今日の原子力発電である。 

フェルミのパートナーであり、原子核の研究に大

ンスで、１９３０年に最初のサイクロトロンを発明している。安定し結合度の極めて高い原子核を破壊し

て、いろいろ研究することは盛んに行われており、それに有効なのは粒子、とりわけ軽いイオンである

が、これを加速し高度の高速を得る装置がサイクロトロンである。これにより、ローレンスは１９３８年に

ノーベル賞を受賞している。また、ローレンスは、カラーテレビの受像管として有名なローレンス管（商

品名：クロマトロン）を発明している。 

、近世から近代に至る中で、日本には

平賀源内、橋本雲斎、佐久間象山などが、江戸時代の後半、西洋のエレキテルを輸入、率先研究した。

しかし、何れも迫害を受け、牢死や暗殺などの目にあっており、日本と欧米の時代や文化・精神の相違を

物語っている。 

 

出

 １００  

コニコボックス （石塚克己ＳＡＡ） 

ます。   青木（清）会員 

ん募金」ご協力お願いします。  熊谷会員 

 

欠席者数 賜 暇 メーク 会員総数 出席者数 

５０名 ３９名 １１名 ０名 １５名 

 

ニ

会葬御礼    海老原会員 

仲津様、卓話宜しくお願い致し

仲津様本日の卓話宜しくお願い致します。また「あやかちゃ

仲津様の著書を購入させていただきました。   青木（正）会員 

市民囲碁大会で悔しい準優勝をしました。   白井会員 

寒くなりました。風邪に負けないように。    山崎（進）会員

年末になりました。健康に注意しましょう。    横山会員 

すみません。早退致します。    島田会員 
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例会欠席しました。    山野井・登坂・染谷（正）   各会員 

）・石塚（克） 各会員 

入金計 ￥３０,０００ 累 計 ￥１，０９２,０００

仲津様の「世間のツボ」を購入させて頂きました。    鈴木（豊

お弁当、ピタリ賞でした。   石塚（克）会員 

 

 

ータリー情報委員会より 一口メモ 

hange GSE）：１９６５年に、カリフォルニア州と日本の地区間で最初

 

ロ

研究グループ交換（Group Study Exc

の交換が行われて以来、盛んに行われている。このＧＳＥプログラムでは、ロータリーの地区の二つが一

対となって、お互いに研究グループを派遣し、受け入れる。４～６週間の間に次のような活動を行う。 

＊職業奉仕 ＊文化経験 ＊親睦の機会 ＊ロータリアンの参加 

 

会報委員会   委員長 横山 修   副委員長 山野井周一    委員 根本恒夫 
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