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国際ロータリー第２５９０地区・第５グループ

横浜港南ロータリークラブ
奉仕しよう

みんなの⼈⽣を豊かにするために

（２０２１〜２０２２年度

国際ロータリーのテーマ）

◎例会⽇／毎週⽔曜⽇ ◎例会場／京急百貨店 10F バンケットルーム「リバージュ」

045（848）1111

◎事務所／〒233-0002 横浜市港南区上⼤岡⻄ 1-13-23 ﾀｳﾝｻｲﾄ 41-302 号 TEL045（846）5111・FAX045（846）5129
◎会⻑／⼤井 和⼦ ◎副会⻑／根本 雄⼀ ◎幹事／髙栁 良作 ◎会報委員⻑／坂巻 照代

第 2236 号 横浜港南ロータリークラブ会報
2022 年 6 月 1 日（水） 第 2480 回例会報告
◎司 会
上杉順一委員長
◎ロータリーソング「横浜ロータリークラブの歌」
◎ソングリーダー
ＣＤで行う
◎ゲスト
なし
◎ビジター セブポートセンターＲＣ 小池雅生様
◎出席報告
山根健輔委員
会員数

出席者数

25(2)名

21(1)名

（

出席率 前回
修正率
84％
―

前月
平均率
84％

）内は出席免除会員

◎会長報告
大井和子会長
皆様こんにちは。今日から６月です。私の任期
も今月を残すのみとなりました。あとわずかです
が、気を引き締めて臨みたいと思います。
後程、國光委員長から報告があると思いますが、
当クラブから横浜市リハビリテーション事業団様
へ寄付をいたしました。そのことがタウンニュース
に掲載されました。園の職員から「園長先生、見
ましたよ」と言われ、「えっ、やだ」と言ってしまい
ました。というのも、寄付のこととタウンニュース
に掲載されることは、ごく一部の職員にしか伝え
ていなかったのです。しかし、このように園長が
新聞に取り上げられるのは誇らしいともいわれ、
嬉しかったと同時に、そのような見方があるのか
と思った次第です。
今日は短いですが、以上です。

◎幹事報告
高栁良作幹事
５月３０日最終理事会が開催されました。理事
の皆様１年間、ありがとうございました。
６月１４日１８時３０分からゆめおおおかオフィス
タワー２階で理事引継会があります。個人的に
引き継ぎをされていない理事の方、来期の理事
の方はご参加ください。
６月１５日最終例会です。
６月１３日次年度理事会です。次年度理事の方
はご参加ください。
◎委員会報告
①社会奉仕委員会
國光一平委員長
「よこはま港南地域療育センター様」に除菌庫を、
「ラポール上大岡様」へ身体が不自由なお子さま
でも楽しめるスポーツグッズを寄付いたしました。

＜寄附内容＞
・除菌庫
・スポーツグッズ（競技用ディスク２７枚・エンジョ
イ輪投げセットＤＸ・ターゲットゲーム・ダーツボ
ードスパイダー・ダーツ矢セット）

②次期ＳＡ委員会
炉辺開催の件

次期委員長淺井英明会員

③国際奉仕委員会 次期委員長平山滋也会員
セブポートセンターＲＣ インダクション参加の件
セブポートセンターＲＣ 小池雅生様より挨拶

セブポートセンターＲＣ インダクション参加概要
日程：２０２２年７月８日（金）〜１２日（火）
参加者：佐々部宣宏 次年度会長（ご夫婦参加）
平山滋也 次年度国際奉仕委員長
櫻井富雄 次年度増強委員長
天野憲二 次年度国際奉仕委員
宮島秀晴 現国際奉仕委員長
宮島史裕 次年度親睦委員長
◎イニシエーションスピーチ

青柳民朗会員

「鉄ってすごいぜ」
はじめに
日本の鉄鋼の父と呼ばれる物理学者本多光太
郎は、「鉄」の旧字体「鐵」が「金・王・哉」という字
で構成されていることから、「鐵は金の王なる
哉」と評したといいます。鉄は文明を開き、社会
を支え、そして未来を築く、重要な素材です。鉄
は地球の全質量の約 3 分の 1 を占め、その表面
を形成する地殻中でも、酸素、ケイ素、アルミニ
ウムに次いで４番目に多い元素です。現在、鉄
の可採埋蔵量は２３２０億トンで、他の金属に比
べて桁違いに多い豊富な資源です。

第１章 鉄の歴史
１．鉄の発見
地核中の鉄は酸化鉄として存在します。人類が
鉄を利用するには、酸化鉄から酸素を取り除か
なければなりませんでした。最初の鉄がいつど
こで発見されたかは明らかではないのですが、2
つの説が考えられています。１つ目は鉄鉱床地
帯における森林火災説、２つ目は隕鉄説です。
隕鉄とは、隕石のうち、主成分が鉄とニッケルと
の合金であるものです。現在は森林火災説の方
が自然だと考えられています。
２．鉄器時代の始まり
鉄の利用は紀元前３０００年ごろにはすでにメソ
ポタミア（現在のイラクの一部）で行われていまし
た。ただし精錬の難しさや隕鉄の希少性などか
ら鉄の利用は多くなく、武器や農具としての利用
は銅とスズの合金である青銅を主としていまし
た。しかしより硬く、より安価な鉄の製造技術が
確立すると、多くの青銅製品は鉄製品に取って
代わられ、青銅器時代から鉄器時代へと移行し
ていきました。
３．最初の鉄器文化
最初の鉄器文化は、紀元前１５００年ごろにアナ
トリア高原（現在のトルコの一部）にあらわれたヒ
ッタイトという民族とされています。ヒッタイトは紀
元前１４００年ごろに炭を使って鉄を鍛造するこ
とによって鋼を開発し、鉄を主力とした最初の文
化を作り上げました。その後、製鉄技術はユー
ラシア大陸を東進し、インドを通って紀元前９００
年ごろには中国に伝わりました。
４．日本に伝わった製鉄技術
鉄器は紀元前３世紀ごろに、ユーラシア大陸か
ら日本へ青銅器文明とほぼ前後して伝来したと
いわれています。日本で青銅器がつくられるよう
になったのは、紀元前１世紀ごろです。鉄器が
つくられるようになったのはそれより数世紀遅れ、
弥生時代後期（１～３世紀ごろ）と言われていま
す。
第２章 製鉄法の歴史
１．初期の製鉄
初期の製鉄炉では、鉄鉱石を木炭と一緒に
８００度以下の低温で加熱して赤くなった鉱石を
ハンマーで叩き、不純物を火花として飛散させる
方法で鉄を取り出していました。こうして得た鉄
は品質が悪く、すぐに錆びてしまいました。
２．産業革命と鉄
１８世紀に産業革命が起こると、製鉄法は革命

的に進化しました。これにより良質の鋼が手に
入るようになり、鉄鋼素材が使えるようになった
ことで、機械設備の生産性が大きく向上しました。
硬くて粘り強いという鉄の性質により、精密で強
靭な機械、蒸気機関車、紡績機、蒸気船、その
後の自動車、鉄筋、鉄骨など、鉄を主体にして
つくれるようになりました。
第３章 日本の製鉄法の歴史
１．日本独自の製鉄法
日本において古代から近世にかけて発展した日
本独自の製鉄法は、砂鉄を原料とした「たたら製
鉄法」です。炉に空気を送り込むのに使われる
鞴（ふいご）が「たたら」と呼ばれていたために付
けられた名称です。たたら製鉄は、三,四昼夜不
眠不休で操業する大変きつい仕事で、「番子（ば
んこ）」とよばれる職人が交替しながらふいごを
足踏みしました。交替することを「代わりばんこ」
といいますが、これが語源と言われています。
2．日本の中世から近世の製鉄
幕末には、艦隊の武力を背景に開国を迫る西洋
諸国に対抗するため、大砲鋳造用の反射炉が
外国から技術導入され、各地に建造されました。
静岡県伊豆の国市にある韮山反射炉は世界遺
産になっています。反射炉は熱を発生させる燃
焼室と精錬を行う炉床が別室になっているのが
特徴で、燃焼室で発生した熱を天井や壁で反射
し、側方の炉床に熱を集中させ、炉床で鉄の精
錬を行います。
第４章 国家と鉄
1．帝国主義と鉄
「鉄は国家なり」はプロイセン王国（のちのドイツ
王国）の首相、オットー・フォン・ビスマルクの言
葉です。この言葉の意味は、「現在の大きな問
題は演説や多数決ではなく、鉄（大砲）と血（兵
隊）すなわち戦争によって解決される」というもの
でした。これにより彼は「鉄血宰相」と呼ばれるよ
うになります。また日本の軍歌「軍艦行進曲」の
歌詞の冒頭は、「守るも攻めるもくろがねの 浮
かべる城こそ頼みなる・・・」というものです。くろ
がねは黒い鉄と書き、鉄の古語で、戦争が鉄の
物量戦だったことを歌ったものでした。
２．国力と鉄
帝国主義の下で鉄は、兵器の役割だけではなく、
建築土木、生産機械、自動車、鉄道、船舶、ダ
ムなどの発電施設や発電機など、多くの先端技
術や工業製品に使われました。製鉄は重厚長

大産業の基幹として、どの国においても経済を
力強く牽引してきました。そのため、鉄鋼の生産
量がどれだけあるかは、その国家の科学力を含
めた実力を測る重要な指標になりました。
第５章 鉄の未来
１．省エネルギー
鉄を１トンつくるのに消費するエネルギー量を国
別に比較すると、日本は省エネ世界ナンバーワ
ンです。エネルギーの使用量が少なければ、地
球温暖化の原因といわれる二酸化炭素の排出
量も少なくなります。日本の製鉄所では、高炉、
転炉などから発生するガスを回収して、発電な
どに 100%利用し、無駄の少ない鉄づくりをしてい
ます。
２．リサイクル
鉄は、他の金属やプラスチックなどすべての素
材の中で、一番多くリサイクルされています。素
材の環境への影響を考えるときには、素材をつ
くる、使う、リサイクルするというライフサイクル
全体で使われるエネルギーを見ることが大切で
す。このような考え方をライフサイクルアセスメン
ト（LCA：Life Cycle Assessment）といいます。ラ
イフサイクル全体でみると、鉄はほかの素材と
比べて使うエネルギーが少なく、環境にやさしい
素材です。
３．未来への取り組み
鉄鋼会社ではより環境にやさしい次世代の高品
質な鉄をつくる技術の開発をすすめています。
また地球温暖化を防ぐため、二酸化炭素排出ゼ
ロの鉄鋼製造（ゼロカーボン・スチール）に向け
て様々な研究開発を進めています。その一つが、
石炭ではなく水素を用いた鉄鋼の製造法です。
水素を鉄鉱石の還元に使えば鉄鋼製造におけ
る二酸化炭素の発生はなくなり、ゼロカーボン・
スチールが実現します。この挑戦における課題
は多いのですが、今後の研究開発の進展が期
待されています。
◎ニコニコボックス
松村壮一郎委員長
セブポートセンターＲＣ小池雅生様
７月１１日セブポートセンターＲＣのインダクショ
ンに御出席頂きありがとうございます。
大井会長
セブポートセンターＲＣ小池雅生様ようこそいらっ
しゃいました。
本日の卓話者様のお話を楽しみにしています。

高栁会員
任期満了まであと１ヶ月となりました。引き続き、
よろしくお願いいたします。
セブポートセンターＲＣ小池雅生様ようこそいらっ
しゃいました。
本日の卓話者様のお話を楽しみにしています。
青柳会員
セブポートセンターＲＣ小池雅生様ようこそいらっ
しゃいました。
淺井会員
青柳会員、卓話楽しみにしております。
阿曽会員
会員誕生祝いをありがとうございました。
上杉会員
青柳会員の卓話楽しみにしております。
会員入会祝いをありがとうございました。
海野会員 櫻井会員 平山会員 山野井会員
セブポートセンターＲＣ小池雅生様ようこそいらっ
しゃいました。本日の卓話者様（青柳会員）のお
話を楽しみにしています。
坂巻会員
青柳様の卓話、とっても楽しみです。
セブポートセンターＲＣ小池雅生様ようこそ。
佐々部会員
青柳さんの卓話楽しみです。
会員誕生祝いをありがとうございました。
福嶋会員 松村会員 宮島史裕会員 横尾会員
本日の卓話者様のお話を楽しみにしています。
宮島秀晴会員
セブポートセンターＲＣ小池雅生様ようこそいらっ
しゃいました。７月セブにお伺いします。宜しくお
願い致します。本日の卓話者様のお話を楽しみ
にしています。
（同じ内容の方はまとめて掲載）
ニコニコボックス本日合計
34,000 円
ニコニコボックス累計
625,000 円

◎米山チャリティボックス
大井会長 坂巻会員 佐々部会員 根本会員
4名
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計
14,000 円
米山チャリティボックス累計
613,000 円
◎次週の予定
６月８日（水）通常例会
◎会報

卓話者：上杉会員
淺井英明委員

