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第 1122 回例会報告                           11 月 30 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会  12月    7日（水） 次週予告  12月  11日（日） 

◎ソング 「君が代」「四つのテスト」 

           池田 美江 会員  

◎プログラム 卓 話 

                      年次総会 

◎ソング  

              

◎プログラム  

    クリスマス家族例会           

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 

日産新型車ノート「e‐POWER」が、11月 2日発

売から 3週間で 2万台を超える受注を獲得してい

ます。 

HVや PHVに対して「e‐POWER」は、EV同様にモ

ーターによる駆動のみで静かに力強く走行し、さ

らには充電までも不要にしている点が人気の要因

です。 

発進時から一気に最大トルクを発生するモーター

特有の優れた瞬発力により、EVと同様の加速感が

得られます。2.0Lターボエンジン車に匹敵するト

ルク（25.9kgm）を発生する電気自動車リーフ用の

大容量モーターを搭載しており、高い静粛性と優

れた燃費、スムースでリニアな加速を実現してい

ます。 

市街地や高速道路での走行時においても、アク

セル・レスポンスが良く、俊敏な走りを意のまま

に楽しめるのが魅力だそうです。 

構造的には、トヨタ「プリウス」がエンジンと

モーターの駆動力を使い分けて走行するのに対し、

ノート「e‐POWER」ではエンジンを発電用に特化、

EVのようにモーターで走行します。 

急加速や登坂時などには、駆動用バッテリーか

らの電力に加え、1.2L直列 3気筒エンジンで発電

した電力を直接モーターに供給、減速時にはエン

ジンを停止、回生した電力をバッテリーに充電し

ます。 

また、遊園地の自動車のようにワンペダル運転

を可能にする「e‐POWER Drive」モードでは、ア

クセルペダルを戻すだけで強く減速。渋滞時やカ

ーブの多い道路など頻繁に加減速が必要なシーン

などでアクセル・ブレーキペダルの踏みかえが少

なくて済むのも好評点の一つです。 

駆動にモーターしか使わないためトランスミッ

ションが不要で、システム全体がシンプルになる

のに加え、エンジンで発電しながら走るので、蓄

電用バッテリーが要らず、バッテリー容量も最小

限で済むというメリットがあります。 

ノート「e‐POWER」に搭載されているリチウム
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イオンバッテリーの容量は 1.5kW/hで、同社の EV

「リーフ」（30kW/h）の僅か 20 分の 1。高価なリ

チウムイオンバッテリーの容量を抑えることはコ

スト低減に直結します。 

車両価格は 200 万円程度とトヨタアクア並みで、

気になる燃費も 37.2km/L と、「プリウス」の通常

グレードと同数値となっています。 

EVの走りと、ガソリン車の使い勝手を両立する

ためにシリーズ式ハイブリッドを選んだ日産ノー

ト「e‐POWER」は、EVの魅力を「充電無し」で手

軽に味わえる、次世代のエコカーと言えそうです。 

 

本日の本は「田中角栄に今の日本を任せたい」

木下栄治著 角川 SSC新書です。 

西日本大震災後しばらくして書かれた本ですが、

よく売れているので重版で出ています。 

震災復興、原発事故処理、円高・景気対策など、

「もし、田中角栄が今いたら…」という思いを多

くの人が抱く中、田中角栄著『日本列島改造論』

（1972年）の制作に関わった元官僚をはじめ、角

栄をよく知る政治家や評論家らに取材しています。 

生の証言をもとに「今、角栄がいたら、強いリ

ーダーシップで日本の難題をどう解決しただろう

か」をまとめた本です。 

田中角栄と言うとロッキード事件が思い出され、

長い間語られることはなかった人物ですが、当時

のオイルショック以上に厳しい日本の現状を何と

か打開しなければという思いで読みました。 

 

 

米山詣で報告 

            大門 美智子 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １１月１９日（土） 小型バスで総勢１９名で

行ってきました。  

宝塚 RC（9人）武庫川 RC（5 人）中 RC（5 人） 

午後１時出発、間でトイレ休憩３回、７時前には

レストランに到着し、夕食後ホテルに行きました。  

クイズ 

①米山梅吉は東京出身である →正解 

②米山梅吉は日本で最初のロータリアンである 

→日本人最初のロータリアン福島喜三次氏 

三井物産の子会社で東洋綿花(後のトーメン)の  

アメリカ・ダラスの社長  

③米山奨学金事業は米山梅吉が始めたものである 

→米山梅吉が亡くなってから設立 

米山梅吉  略歴 

・１８６８年 高取藩藩士和田竹三の三男として

出生  

・１８７２年 ５歳で父死去後母うたの実家のあ

る三島市で幼児期を過ごす  

・１８７９年 １２歳 米山家の養子となる  

・１８８３年 １６歳で沼津中学を中退して上京

する 東京府吏に勤務しながら東京英和学校（現

在の青山学院大学：米国メソジストキリスト教会

宣教師の創設、日本人経営の同派福音会を拠点に

独自で学ぶことができる）に学ぶ  

・１８８８年 ２１歳で正式に米山家に入籍、渡

米する 苦学の上オハイオ州ウオスレン大学を中

心にニューヨーク州シラキュース大学、ロチェス

ター大学などで政治学、法学を学ぶ  

・１８９５年 ２８歳で帰国してジャーナリスト

を目指す  

・１８９６年 米山家の娘春子と結婚  

・１８９７年 ３０歳で三井銀行就職（江南学校

の同級生藤田四郎：井上肇の女婿）の紹介による  

・１８９８年 欧米の銀行業務調査のために出張、

帰国して報告書を作成、銀行業務近代化のマニュ

アルとして内外から高い評価をえる  

・１９０９年 ４２歳で常務取締役  

・１９１７年 政府特派財政経済委員会委員とし

て渡米、のちにウェアスレン大学よりマスター・

オブ・アーツの学位を受ける  

・１９２０年  東京ロータリークラブ創立（１

９４０年国際ロータリーから脱退、１９４９年再

開）  

・１９２３年 ５６歳三井銀行退職、日本初の本

格的信託会社である三井信託株式会社創立 

プログラム 
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・１９３４年 ６７歳三井信託を辞任、財団法人

三井報恩会理事長となり、社会事業・文化事業へ

の大規模な援助を開始  

・１９３７年 ７０歳 財団法人緑丘小学校（現

在青山学院初等部）を私費を投じて創立し校長と

なる  

・１９３８年 貴族院議員  

・１９４６年 ７８歳３ヶ月で逝去  

 

 

○馬場 和代 君 

こんばんは。先日の中村紀
のり

興
おき

展にお忙しい中、

お越し下さいました皆様ありがとうございました。

お陰様で盛況の内に終わりましたが、これから 

土・日曜日のみ常設させて頂くことにしましたの

で、是非、お時間があります時、ご覧にお越し下

さいませ。（例外で別のイベントがあります時は、 

すみませんが・・・。） 

 

○大門 美智子 君 

こんにちは。今日は先日行ってまいりました米

山詣でのご報告をさせて頂きます。どうぞ宜しく

お願い致します。 

 

○中村 敏治 君 

１１月は連続欠席で申し訳ありません。建物の

補修工事で屋上まで足場を組んでおりましたので、

夜間の外出が困難でした。昨日でやっとほぼ終わ

りました。 

 

○大西 利哉 君 

竹原さんの手術、無事終わりニコニコ。 

 

 

 

□ソング 

 「奉仕の理想」     野木 久子 会員 

□お客様 

なし 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 34 1 33 25 2 81.82 

前々回 

11/9 
34 2 32 20 5 78.18 

□幹事報告 

①クリスマス家族例会は 12月 11日です。 

会員は 10,000円 会員家族 8,000円 

②次回例会でチケット代金集めます。 

***************************************  

☆☆12月のお祝い☆☆  

会員誕生日  

11日 桑田 昭世 会員  

22日 矢野 浩臣 会員  

25日 前田 正明 会員  

28日 那須 範満 会員 川添 裕照 会員  

奥様（ご主人様）誕生日  

9日 森信 美恵子 様  

12日 竹原 満登里 様  

19日 大門 勝史 様  

結婚記念日  

1日 竹原 善記・満登里様  

16日 小山 一郎・一子様 

*************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ箱 

週間報告 

 今週の本 

「田中角栄に今の日本を任せたい」 

木下栄治著 角川 SSC新書 

 

 

 


