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葛飾北斎描く千住より眺望の富士 

東京江北ロータリークラブ  
会長 渡邉浩／会長エレクト 張替俊光  

幹事 影山幸一郎／副幹事 中山高徳  

会報・ＩＴ委員長 原田寛  
 

 

 

 

 

親睦がつなぐ笑顔。 

そして、回復への支援。 
 

ＲＣ会長 

渡邉 浩 

 

 

 

 

SERVE TO  

CHANGE LIVES 
 

 RＩ会長 

シェカール・メータ 
 

 

THE ROTARY CLUB OF TOKYO-KOHOKU 

第 2944回  2022年 2月 24日 
 

2022年 2月 17日 第 2943回例会報告 
 
点 鐘  

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

来 賓  

 ⚫ ゲスト 

なし 

⚫ ビジター 

なし 

セ レ モ ニ ー  

 ⚫ なし 

会 長 報 告  

 ⚫ 皆様、東京都の新型コロナウイルス感染者

数は昨日も 17000人を超え、依然として非

常に高い感染者数であり、また「まん延防

止重点措置」の期限も今月 20 日迄の当初

予定が 3月 6日まで延長されます。しかし

乍ら、昨日の専門家会議では、新型コロナ

感染の第6波は2月上旬でピークを越えた

との見解であり、僅かながら光が見えてき

た気がいたします。会員の皆様には、引き

続き十分に気をつけてお過ごしください。 

幹 事 報 告  

 ⚫ 3月3日(木)通常例会 

⚫ 3月17日(木)インターアクト合同：夜間

例会で開催 

 

⚫ 3月31日(木)長寿・永年在籍を祝う会：夜

間例会 

⚫ 全国ロータアクト研究会の案内：参加申

し込み締め切り2月25日(金) 

委 員 会 報 告  

 ⚫ 国際奉仕委員会…今年ヒューストンで

行われる国際大会ですが、予定通り6月4

日～8日に対面式で行うとの通知があっ

た。コロナの感染状況を鑑みて、ガバナ

ーズランチョンを中止。後程、事務局よ

り詳細をお送りする予定。 

⚫ 親睦活動委員会…家族親睦旅行会（富

山）4月9日・10日(土日) 参加費：お一

人様 約9万円。参加申し込み締め切り3

月3日(木)まで 

出 席 報 告 会員45名中38名 出席率83％ 

Remote 6名  

前々回の出席率 86.96％ 
 

ニコニコ（●＾o＾●）ボックス 

⚫ ご結婚祝 

⚫ 奥様お誕生祝  

…川村君 畠山君 

…土屋君 

⚫ 渡邉会長 影山幹事…皆様、本日も例会への出

席ありがとうございます。本日は吉田さんの地

震のお話、興味深く聞かせて頂きます。楽しみ

です。 

Rotary Rate 115 円 



 

 

次週卓話予定 3/3    
「私の健康法」 

メンバー 

中山高徳君 

本日の卓話 

「これからの企業・経営者が実践すべき、 

ＤＸ＝デジタルトランスフォーメーションとは？」 

西野幸典氏／(株)コーディネート代表取締役 

紹介者 今井君 

⚫ 田中君…もうロータリーに来れなくなるかも

知れません！！何回やってもネクタイの締め

方が判らなくなりました。３回やって駄目だっ

たのでノーネクタイで来ました。 

⚫ 吉田君…土屋さん、足立成和信用金庫 95 周年

記念観劇会 明治座ではお世話になりました。

サザエさん公演を選んだのは藤原紀香へ花束

贈呈がしたかったから・・・・だったのですね

（笑）本日は、私が卓話をさせていただきます。

会員の皆さま宜しくお願いします。 

⚫ 畠山君…ワン・チーファンさん卒論の発表、ご

苦労様でした。よくまとまって落ち着いての発

表でした。卒業後も頑張って下さい。 

⚫ 一同（樽澤君 原田君 船木君 小林君 芝君 ベ

ルマン君 畠山君 中22山君 人見君 今井君 高

橋（史）君 土屋君 高橋（秀）君 君塚君）…大

変おいしいチョコレートありがとうございま

した。一粒 1,000円のチョコは始めてです。ニ

コニコにご協力ありがとうございました。  

合計 36,000円 累計 1,258,898円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月 17 日(木)の卓話

は、会員である吉田正

行（よしだまさゆき）氏

に「地震研究家が挑む

地震予知～次の大地震

はいつ？～」という演

題でお話をいただきま

した。 
地震は多くの方が研究しており、それも様々な方法
で行っている。よく動物が異常な行動を起こすと地
震が来る、と言われている。例として、地震の前には
ナマズが騒ぐといったことが挙げられる。 
 
地震の予言も多くの方が発表しているがその一部を
紹介する。 
北伊豆大地震予言は電報であった。椋平 広吉（むく
ひら ひろきち）が打ったものである。昔は SNSが無
かったため地震発生がわかった段階で、電報を打つ
などしていた。この時の電報は京都帝国大学医学部
副部長石井という人に宛てられたものである。まさ
に電報の通りに翌日、地震が発生。マグニチュード
7.3、震度 6。昔は震度に強弱がなかった。死傷者行
方不明者は 272名。この時、椋平は「椋平虹」をみて
予知した。椋平虹とは椋平が地震の前兆現象と主張
した現象を気象学者の藤原咲平が「椋平虹」と名付け
たものである。 
 
このように地震の研究家は考えが様々で、電波を反
射したり、プレートの動きを見たり等、その人によっ
てやり方が違う。 

これは私の興味本位なところがあるが、例えばニコ
ラ・テスラ。 
エジソンの会社にもいた時代があり、自分より天才
だとエジソンが恐れていた。エジソンは直流方式。ニ
コラ・テスラは交流方式を主張している。交流でない
と電気は抵抗によって減殺してしまって遠くまで送
れないため、今の交流方式はニコラ・テスラからきて
いる。 
ニコラ・テスラといえばフィラデルフィア計画。映画
にもなったアメリカ海軍による艦船のステルス実験
である。エルドリッジと呼ばれる駆逐艦があって、最
終的に人間が船に融合してしまった。 
ニコラ・テスラは地震発生装置も作成しアメリカが
秘密裏に持っているのではないかと言われており、
東日本大震災も陰謀説がある。 
串田さんという地震研究家は 321 回発表して、起き
なかった地震は先延ばしにしている。当てたのは近
畿大地震と大阪地震。 
 
串田さんの会員にならないと予測を教えてくれない
ので会員になったのだが、発生前に出た予想を私が
公表していたら規約違反だといわれ除名されてしま
った。最新で公表しているのがマグニチュード 8.0、
直下型の内陸地震。発生日は 2月 17日、本日。もし
くは 25日と言っているので、今月中には起こるかも
しれない、ただ的中率が 15％ということと、その後
発表していないところを見ると微妙なので半信半疑
で聞いて頂ければ。 
 
松原照子さんは、2012年くらいから「2020年に東京
オリンピックは開催されない」と断言していた方。東
京オリンピックが決まった際に外れたと言われてい
たが、新型コロナウイルスで本当になってしまった。
その他、東日本大震災も予言している。 
 
たつき諒さんは女性の漫画家。予知夢を見る方で見
た夢を忘れないうちに漫画にしていたが、予知夢を
見るのが怖く、漫画家をやめた。最後に出した本に、
2011 年 3 月と書いてあり、東日本大震災を 12 年前
に予知。その他、2025年 7月 5日沖縄の南を予知し、
40メートルの津波がくるとしている。 
 
最後に栃木の研究者を紹介する。熱移送説や磁力を
中心に調べる方で、様々な地震の機械を使用して研
究している。当てたのは 10月 7日、足立区尾久橋通
りの震度 5。 
 
私が怖いと感じているのは、慶長地震のような地震。
揺れなかったが数万人が亡くなっている。トンガの
地震も今回日本では揺れていないが津波がきた。栃
木の方が予測しているが、もしも伊豆諸島付近で震
度 8 程度のものが起きた場合、東京は震度 3 程度だ
が大きな津波がくる揺れを感じないことで安心して
いる最中に津波などの災害がくることに恐怖を感じ
る。 
 
その後は南海トラフの地震予測、津波の NHK 動画を
視聴。 
大きい地震が定期的に起きていて、大地震が起きる
のは 30年以内と言われているが、私は 3年以内では
ないかと思っている。皆さんも気を付けて備えてい
てほしい。 

卓 話 




