週報 第１８６９回

平成２６年１１月１２日

点鐘
合唱

我等の生業

ゲスト紹介 なし
ビジター紹介
◎都城
なし
◎都城北

樋口正義氏

◎都城中央

なし

□会長の時間

吉原 信幸

皆さんこんにちは！
今月はロータリー財団月間と１１月３日～９日
は世界インターアクト週間でした。今日は棈松財団
委員長の卓和をお願いしてありますよろしくお願
いします。
私の大好きなテニスの話ではありますが月曜の
夜中からイギリスでＡＴＰツアーファイナル（世界
ランキング上位８名しか参加出来ない世界一決定
戦）が行われています。
この前全米オープンテニスで準優勝した、錦織圭選
手（世界ランキング５位）がアジア勢初めての参加
で今年度一度も勝ったことがなかった開催地出身の
アンディーマレーと対戦し見事ストレート勝ちし、
夕べは、生きる伝説と言われるスイス出身のロジャ
ーフェデラーと対戦しましたが世界最高峰の四大
トーナメントを１７回優勝している貫録でストレ
ート負けしましたが、あと１勝すれば、決勝トーナ
メントに進めますのでまだまだ、夜更かしが続きそ
うです。

さて、以前にも東京モーターショーで、水素ガス
で走る車の事をお話ししましたが、先週テレビを見
ていましたら、この水素ガスの研究が色々な場所で
研究されていることを知り車屋としてはこの番組
に見入ってしまいましたので、紹介したいと思いま
す。
先月トヨタ自動車が発売した水素タンクを積ん
だ水素ガス車を発売しましたが一回の充電で 700
ｋｍ走ると言われていますが欠点は水素ガスをた
め込むタンクのスペースが必要である事、そして水
素爆発が無いとも言いいきれないことがあります。
しかし東京理科大学の工学部電気電子情報工学
科の星伸一教授は、白い粉で走る車の開発を目指し
ています。その粉とは水素化ホウ素ナトリウムでこ
の粉に水を入れることにより水素が発生する原理
を利用して車を走らせると言う研究をしています。
現在世界で初めて粉で走る自動車が試作車ではあ
りますが実際に開発されています。２０２５年には
実用化を目指しているとの事です。
今、川内原発の実質な稼働が行われそうですが、
この水素ガスを利用した電力が今後のエネルギー
資源として変わる可能性があると思います。安心安
全な水素ガスはこの世の中のこれからの救世主に
なっていくのは時間の問題ではないのではないで
しょうか？
最後に今日は何の日です。我がロータリークラブ
でポリオ撲滅を遂行して、あと少しと言うところに
来ていますが、今日は１８５７年天然痘のワクチン
が日本に上陸した日です。私たち今の世の中に天然
痘で亡くなった話は聞きませんが江戸時代は誰で
もかかる病気でその当時の東山天皇も天然痘で亡
くなったようです。このワクチンのお蔭で１９８０
年ＷＨＯが撲滅宣言しました。今エボラ出血熱が世
界中を不安に湧き立てていますが早く完全に聞く
ワクチンが出来安心した生活を送りたいものです。

来週は私のプログラムとして会員スピーチとな
っておりますので一人３分ほどの時間でぜひ多く
の方が前にでて何でも結構ですのでスピーチをお
願いします。ですから来週までに内容を考えて頂
ければ幸いです。よろしくお願いします。
以上会長の時間でした。

□出席報告
会員数
出免数

41 名
5名

出席数
出席率

29 名
70.73％

前々回修正出席率

□幹事報告

徳重 幸男

○田中ガバナー事務所…
①地区大会にて表彰
ガバナー賞
鳥集 寿一会員
②ロータリー地区奉仕賞
直前ガバナー補佐 木佐貫鐵蔵会員
③ 東日本大震災復興支援事業活動 報告
1、陸前高田市 図書購入費用
１００万
２、ロータリー希望の風奨学金 １００万
地区運営委員会にて承諾
④ 2730 ジャパンカレント Ｅクラブ
｛例会開催変更と内容
お知らせ｝
月曜日正午～日曜正午 ＭＵ料 ５００円
投稿文字数 150～500字
＊詳細はﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご欄下さい。
⑤ロータリー財団…
ポールハリスフェローピン 認証状
高辺 晃也会員
○全国第３２回
ロータリークラブ野球大会のご案内
来年５月～７月予定
大会参加費 500000円
○都城商工会議所…平成２７年賀詞交歓会ご案内
1/6（火） 受付 16:00 開会 17:00
メイン５Ｆ 会費 3000 円
○都城市人権啓発推進協議会…
平成２６年度都城市人権推進大会の開催ご案内
12/6（土）13:30～15:30
都城市中央公民館 （会長宛）
■クラブ報告
○11/18（火）４ＲＣボーリング大会
都城ハイレーン
集合5:40 ゲーム開始6:00（2ゲーム）
懇親会 7:00
○11/19（水）１２月定例理事会
11:30 エトワール

□委員会報告

前回修正出席率

10/29
11/5

78.04％
82.92％

届出無

上田 草水 長友 中原 吉田
和田 中村(静) 小俵 盛田 柳
山下 鳥集
なし

ＭＵ有会員
11/6 中央

なし

11/7 都城

なし

11/11 都城北

草水

届出有

大峯 小田 坂井 星野 丸山
ＭＵ無会員
山下 柳 和田 中村(七)
10/29
坂井 和田 鳥集 山下 中村(七)
要ＭＵ会員
柳 福本
11/5
※紙面の構成上一部内容を入れ替えております。
ご了承ください。

□ＳAA 報告
別紙に記載しております。

◎今後のプログラム
11／26 特別休会②
12／3
広報委員会担当
12／10 上期事業報告
12／17 年次総会
12／24 年末家族会
12／31 特別休会③

ﾆｺﾆｺＢＯＸ
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

ﾛｰﾀﾘｰ 財団
米山奨学会
教育振興基金
４０周年準備金

11/12
2,000

計
84,000

3,031
42,400
0
0
1,000

43,301
268,000
151,000
172,000
4,3000

別紙に記載しております。

□本日のプログラム
別紙に記載しております。

雑誌会報・インターネット・広報委員会
小坂泰一郎 ・ 中山 忠彦
河野 一治 ・ 星野 彰 ・ 坂井 真由美

□委員会報告

11 月誕生日者祝福

中山 忠彦 会員
中村 静美 会員
鳥集 寿一 会員
おめでとうございます♪

平川 靖三 会員
赤い羽根募金ご協力
ありがとうございました。
寄付金 11,866 円

高辺 晃也 会員
ポールハリスフェロー
おめでとうございます♪

□本日のプログラム

『 ロータリー財団 』
棈松 豊治 委員長 卓話

三坂 昭一 会員
太陽光発電 他
現在の経済状況について

□ＳAA 報告
●ニコニコ箱
中山 忠彦…誕生祝い有難うございました。49 才になります。
高辺 晃也…ポールハリスフェローを頂きまして光栄に思います。
●ロータリー財団
脇丸 孝和…ロータリー財団へ
外山 俊明…棈松委員長ご苦労様です。
藤岡 成学…ロータリー財団へ
井福 博文…棈松財団委員長卓話ありがとうございました。
●40 周年準備金
吉原 和雄…棈松財団委員長卓話ありがとうございました。
高辺会員ポールハリスフェローおめでとうございます。

