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出席報告　出席委員会　　小野安正君　(出席規定の適用免除会員数 2 名）
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L　会長挨拶　澤田吉夫会長

さて過日の
地元新聞に地
元にたくさん
ある竹のお話
が載っており
ました。
日本の風景
を象徴する竹
林は京都嵯峨
野が有名だが、
県内にも美しい竹林はいくつもある。大田原市の竹が
上野動物園のパンダの餌に選ばれたり、宇都宮市の若
山農場産の竹が、東京のホテルのロビーなどを飾る植
栽として出荷されたりと、本県の竹はかなりの優れも
のとして知られている。竹を材料に花籠などを製作す
る竹工芸の世界で、本県の占める位置は別格だ。何し
ろ日常の道具だった竹工芸を芸術の領域にまで高めた、

ろうかんさい そうほう

飯塚 琅 斎は栃木市出身、大田原市在住の勝城 蒼鳳、
藤沼 昇のお二人が人間国宝に認定されている。この分
野に焦点を当てた企画展「竹のめざめ―栃木竹工芸の
精華」が宇都宮市の県立美術館で開催中（23日迄）だ
そうです。展示の中心は琅 斎で、大正から昭和30年
代にかけての代表作60点はいずれも極限の技法を凝ら
し、繊細で優美、時には力強く思わず見とれてしまう。
学芸員の鈴木さとみさんは、全国的に見ても竹工芸の
展覧会は、年に1度開かれるかどうか、まだまだ認知
度は低いと残念がる。国内事情とは裏腹に近年欧米で

第 2662 回　澤田年度　第 2662 回　会報　2014-12-10　司会　鈴木隆子君

日会例 数員会 数席出 数席欠 率席出 UM 数　 率席出正修

日本 21 月 01 日 )2(04 )1(43 人 )1(6 人 %5.58 *

回前 21 月 3日 )2(04 )0(23 人 )2(8 人 %2.48 3人 %1.29

の人気はうなぎ上りらしい。企画展初日にはパリにあ
る国立美術館の館長が来館し感心仕切りだったと言う。
浮世絵のように名だたる作品の海外流出ともなりかね
ない。まずは竹工芸の魅力に触れ興味を持とう。
時間のある方は見学してはいかがですか！
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L　幹事報告　瀬尾紀夫幹事

1.　那須塩原市教育委員会より第10回那須塩原市小学
校対抗駅伝競走大会の礼状が届いております。

2.　和気千尋様からRYLAセミナー参加御礼状が届いて
おります。

3.　米山記念奨学会より第24回米山功労クラブの感謝
状が届いております。

4.　西那須野ロータリークラブより週報（第2073回～
第2080回）が届いております。
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L　委員会報告　村山茂副会長

○　親睦委員会　秋間忍委員長

来週に迫りました「クリスマス家族会」の最終案内
をさせていただきます。
会　場：りんどう湖ロイヤルホテル（TEL 0287-76-

1122）
日　時：12月 17日（水）

　　17:20　送迎バス、足利銀行黒磯支店前発車
　　18:00　例会点鐘
　　18:30　クリスマス会（宴会）開始
　　20:30　中締め（予定）

演し物：1)　カワイ音楽教室の講師によるピアノ演奏
　　2)　バルーンアート（なっきー）
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　　3)　お子様全員にサンタからのプレゼントが
　　あります。

　　4)　幸運なご家族に当たる豪華抽選会があり
　　ます。

なお、参加申し込みの変更等につきましては、前日
までに、FAX番号0287-67-1306（秋間自宅）にご連絡

ください。

○　広報／IT委員会　福島泰雄委員長

広報IT委員会からのお知らせです。
今年度のデジタルフォトコンテストの応募締め切り
の12月 15日が迫ってきました。作品の応募よろしく
お願い致します。投票結果は新年家族会の席で発表致
します。
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L  卓話　クラブ奉仕委員会

○会報委員会　髙木慶一委員長

会報委員会
は副委員長に
吉光寺政雄会
員、齋藤武久会
員、田中徹会
員、植竹一裕会
員に委員長に
私の5人でやっ
ていますが、会
報委員会は特
殊技能習得者が影の委員となり手伝って頂いておりま
す。影の委員の方々に感謝申し上げます。
毎週土曜日配信に努力していますが、配信できたの
は1回だけでした。例会でスピーチされた方は、原稿
を高木慶一宛てに、そしてccで会報委員全員に送って
下さい。アドレスは現況報告書の33pに載っています。
澤田会長さん瀬尾幹事さんは翌日には原稿が必ず頂け
ますので感謝しております。ありがとうございます。
今年入会の荒牧明二さん初め新入会員の方々は、皆さ
んpcの操り方に精通されていると見え、　原稿が早く
送ってもらえるので助かっています。これからも宜し
くお願いします。
会報プリント保存希望者にはファイルを作成して13
人の方に配布いたしました。

○　村山茂委員長

去る11月 26日の例会におけるクラブフォーラムで
は、親睦委員会、出席委員会、広報IT委員会、スマイ
ルボックス委員会より現在までの経過を報告いただき、
それに対してご意見をいただきました。その中で、例
会をより楽しく、充実するためのご意見として、

・卓話の内容に工夫を・・・文学、音楽など文化的な内容
・若者による外来卓話
・定期的な席替えによる交流促進
などが出されました。本日の卓話の冒頭に、改めて
皆様にご報告するとともに、今後の例会等に反映して
いただければと思います。
ところで、本日はクラブ奉仕委員会の卓話というこ
とでございますが、クラブ奉仕とは何ぞやといったこ
とについて、一夜漬けの知識で云々しても、それこそ
苦痛ですし、つまらないので、本日は、私の職業に関
連して、自動車についてお話しさせていただきます。
【自動車の誕生】
ガソリンエンジンを発明したのは、ドイツ人のニコ
ラウス・アウグスト・オットーという発明家です（1876
年）。それ以前にも石炭ガスを燃料にした内燃機関はあ
りましたが、4つのストロークに別れたものではあり
ませんでした。オットーが初めて完成させました。で
すから、現在でも４ストロークの概念（吸入・圧縮・燃
焼・排気）は、オットーサイクルという言葉に残され
ています。
そして、1886年にはベンツがガソリン3輪自動車、同
年ダイムラーがガソリン4輪自動車を開発し、1888年
ダンロップ（アイルランドの獣医師）が自転車用に空
気入りタイヤを実用化しました。みなさん、もうお気
付きでしょう。自動車の原型は、この頃出来上がった
のです。1895 年パリ－ボルドー間で世界初の自動車
レースが開催されました。この時ミシュラン兄弟が空
気入りタイヤで参戦しました。
先ほどから聞き覚えのある名前が出ていますが、い
ずれも、現在も自動車産業のリーディングカンパニー
として有名です。ちなみに、ロールス・ロイスのシル
バーゴーストの発売は、1906年です。そして2年後の
1908年には、大衆車の先駆けとなったT型フォードが
発表され、1913年にはベルトコンベヤー方式により大
量生産が開始され、その2年後の1915年には累計生産
台数が100万台を突破することになる訳です。
一方、日本の自動車の歴史は、1904年（日露戦争勃
発）に初の国産車「山羽式乗合自動車」がありますが、
これは蒸気機関式です。ガソリン車では、1925年に白
楊社の豊川順弥氏により「オートモ号」が開発され、東
京～大阪間40 時間のノンストップ走行に成功し、約
300台が生産されました。その後、1933年に日産の前
進である自動車製造株式会社が設立され、1937年トヨ
タ自動車工業が設立されましたが、1939年の第二次世
界大戦の勃発により中断され、本格的な生産は、1954
年の第1回全日本自動車ショー開催以降になります。
【自動車のコスト】
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以上が自動
車誕生の概略
ですが、現在で
は、日本国内で
は約7,500万台
の自動車が、全
世界では10 億
台以上が保有
されています。
文字通り自動車天国です。それはそうです。自動車は、
移動手段であると同時に運転すること自体が娯楽でも
あります。利便性と楽しみが同居しているんですから。
しかし、何事もいいことばかりではありません、必
ず、その代償が伴います。「負のコスト」です。それも、
色々ありますが、本日は限られた時間ですので、「所有
コストと社会コスト」に限定して述べたいと思います。
最初に所有コストですが、那須塩原駅の周りを見れば
一目瞭然、駐車している自動車がたくさんあります。
地域によってバラつきはありますが、東京における自
動車の稼働率は約3%だそうです。（BCG試算）97%は動
いていません。皆様も事業用は別にして、乗用車を例
に考えてみてください。それほど違和感はないと思い
ます。稼働率が低いと所有コストとのバランスが崩れ
るとともに、最近のように燃料価格が高値推移が続く
と、経済性のアンバランスが際立ち、自動車離れに繋
がる。また、社会コストについて、全国に網羅されて
いる国道や高速道路の整備・維持費を想像してくださ
い。物凄い金額になります。それこそ想像できません
ね。直近の数字では、道路建設投資に5.5兆円。ガソ
リンの販売額8兆円（2011年）。自動車整備費5.4兆円。
自動車保険料4.5兆円。この他、自動車関連税は、総
税収の9.7%に達し、その構成比は、固定資産税に続い
て5番目だそうです。
以上の様に、稼働率3%の自動車にこんなにお金をか
けてよいのだろうか？あるいは自動車にかかるコスト
は下げられないのか？と思いませんか？
ここで、少しPRをさせていただきますが、週に3回
程度の買い物、あるいは通院程度の稼働でしたら、間
違いなくタクシーを利用された方がお得です。
【コストの解決】
簡単に言えば、稼働率を上げてコストに見合った経
済性を保つことです。例えば、自動車を個人では無く、
複数の人と共有して稼働率を上げる方法（カーシェア
リング）。必要な時に自動車を借りる方法（レンタ
カー）。必要な時にタクシーを利用する方法。そして、
技術革新による自動運転車の開発と不要な道路の整理、
シェアリングを円滑かつ目的にあった車両の調達と価

格変動のオペレーション機能の整備による方法。4番
目の方法は、タクシー業の廃業を意味しますが、最近
の開発状況からすると、将来的には有り得るなと感じ
ております。オペレーション業になってしまうのかな。
【まとめ】
何れにしても、自動車の必要性は将来とも疑いの無
いところですが、あらゆる意味でのコスト削減を成す
ための技術革新が重ねられ、事故の無い、環境に優し
い、そして経済性のバランスが取れた自動車の未来が
あると考えております。その担い手は、既存の自動車
メーカーでしょうか。その時タクシー事業者の役割は
どんなものになっているのでしょうか。
【付録】
皆様も報道等でお耳にしていると思いますが、ホン
ダ、トヨタによる「燃料電池車」が発売されます。こ
の燃料電池ですが、一言でいえば水素を燃料にした発
電機です。空気中には酸素がありますが、それと化学
反応させその際発生する電気を動力にしてモーターを
駆動させて走行するという仕組みです。この仕組みの
特徴は、排気ガスが出ません。水素＋酸素ですから、排
出されるのは水です。ですから、環境には全く無害で
す。問題は、水素ガスを供給するインフラが未整備で
あること。爆発しやすいこと。そして、水素と酸素を
反応させる触媒に白金を使用するため、高価であるこ
となどが上げられます。限りある化石燃料を使用して
走行する現在の自動車は、そろそろ終焉を迎える予感
というか、確信するこの頃です。
以上、ご静聴有難うございました。

☺  ニコニコボックス　髙木茂君

稲垣　政一君　結婚祝い有り難うございました。
澤田　吉夫君　来週はいよいよクリスマス会。
豊田　哲司君　誕生祝いありがとうございました。来

週のクリスマス家族会宜しく御願いし
ます。

村山　　茂君　バラの剪定を始めました。
髙木　慶一君　黒磯駅前周辺のエキカラットメグリー

ナマップが出来ました。
礒　　勝彦君　宜しく。
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L　３分間スピーチ　　　　　　平山　博君

・・・・・・・・・・未来のために今できる事未来のために今できる事未来のために今できる事未来のために今できる事未来のために今できる事・・・・・・・・・・

ロータリー会員若い順と言う事で、スピーチは来年
と思っていましたが、年内に指名がありました。まだ、
若い方に入っている、自分ながらに感じ、嬉しく思っ
ております。とは、言っても、昨年までは、ロータリー
の平均年齢は65歳でした。若い、安藤さん、上野さん



近隣クラブ例会日
◎火曜日　西那須野／割烹いとう　　　0287-36-0028
◎水曜日　塩原／塩原カントリークラブ0287-35-2211
◎木曜日　大田原中央／(有)勝田屋記念館　0287-23-4165

会報委員会：髙木慶一・吉光寺政雄・齋藤武久・田中徹・植竹一裕

◎木曜日　大田原／ホテル龍城苑 　0287-24-2525
◎木曜日　那須／ホテルエピナール那須 0287-78-6000
◎金曜日　黒羽／ホテル花月 　0287-54-1105
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次回例会　　　平成26年 12月 17日　　　クリスマス家族会(親睦委員会)

●　12月 10日欠席(敬称略)
秋葉秀樹・鈴木久雄・遠藤清和・深町彰
吉光寺政雄・月江寛智

に入会して頂
き、澤田年度は
64歳との事、若
返りを嬉しく
思います。私
は、65歳以上の
会員20 名の中
の一人です。
ところで、こ
れまで、若い方々の未来のために、という話を聞かせ
て頂き、大変楽しく、参考になりました。夢があり、た
だただ羨ましくさえ思いました。
では、まず私事ではありますが、反省点から話しま
すと、後継者作りが、苦手であつた事、努力はしまし
たが、なかなかうまく行きませんでした。ロータリー
クラブも、商工会も、先輩に育てられ、貴重な経験を
させて頂いているのに，家系も、会社も、各組織にお
いても、うまく後継者を育てる事が出来なかった事で
す。だから、今頃苦労をしています。しかし、この未
来のためのテーマを考えているうちに、今からでも遅
くない事に気づく事が出来ました。未来は私に取りま
しては少しかもしれませんが、人づくり、人を育てる
のは無論こと、跡継ぎ・会社・組織の後継者育成に、特
に力を入れて参りたいと、考えております。言葉だけ
でなく実行して参りたいと強く思うわけで、元気な
ロータリークラブ、商工会をつくって行く事に貢献し
て行きたいと考えております。
一生現役、商人には定年は有りません。まだまだ頑
張りたいと思っていたそんな中で、まさに我々、小規
模企業に取りまして、追い風が吹いてまいりました。
国の大きな動きとして、本年6月20日「小規模企業
振興基本法」が、閣議決定されました。しなやかで強
い、小規模事業者の重要性が、見直されました。
地域経済の中心として活躍できるよう、今後長期に
わたって、経営の環境整備をするために、制定されて
いる法律です。ようは、やる気のある小規模事業者の
皆様へ、年齢に関係なく、経営支援に全力を示すとい

う事です。そんな中で、ちっと欲張って、未来のため
に、今からでもできる事、もっと基本的な物が、ない
かと考えていましたら、だれでもできる、「未来のため
に今からでもできる」十ケ条を見つけました。それは:

1.  感謝の中で生活する事
2.  収入以下で生活する事
3.  夫婦仲の良い事
4.  お金や物を大切にする事
5.  健康に心掛ける事
6.  独立自尊心の強い事
7.  仕事を趣味にする事
8.  一事を貫く事
9.  常に節約する事

   10.  儲けをあてにせぬこと
　すこし、的外れな物が、あるかも知れまんが、今
から出来る事が2つか3つあるはず。参考にして、実
践して行きたいと考えています。
このテーマでのスピーチも後半に入ります。65歳以
上の会員19名の先輩の皆様が、どんな目標があり、ど
んな人生を夢見ているのか、卓話が楽しみであります。
是非、参考にしたいと思っております。

○　前回12月 3日分メークアップ(敬称略)
稲垣政一・荒井昌一・鈴木久雄

荒井昌一君にロータリー財団からベネファクターの称号と記念
品が贈られた。
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