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第 1138 回例会報告                             4 月   5 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会  4 月   12 日（水） 次週予告  4 月  19 日（水） 

◎ソング 「われらの生業」 

            田辺 朱希美 会員  

◎プログラム 卓 話 

                 定藤 繁樹 会員       

◎ソング 「われらの生業」 

            田辺 朱希美 会員 

◎プログラム 卓 話             

                 川添 裕照 会員 

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 東芝が、半導体の記憶媒体（メモリー）事業を

分社化して設立する新会社の株売却先を決める入

札に、米グーグルやアマゾン・ドット・コムも参

加したことが分かったそうです。半導体メーカー

だけでなく、アップルを含め資金力が豊富な米Ｉ

Ｔ（情報技術）大手も巻き込んだ争奪戦に発展す

る見通しとなっています。経営が悪化する東芝は、

再建のためにはメモリー事業を少なくとも１・５

兆円以上で売却したい考えです。 

入札には、アップルやグーグル、アマゾンのほ

か、半導体関連メーカーの米ウエスタン・デジタ

ル、台湾の鴻海ホンハイ精密工業、韓国のＳＫハ

イニックスなどが参加しています。現時点で日本

企業は金額が高すぎて入札にも参加できないそう

です。 

では、なぜ東芝が作る半導体を世界がそんなに

欲しがるのでしょうか？実は、東芝が作っている

のはＮＡＮＤ型フラッシュメモリーと呼ばれる記

憶媒体（メモリー）で、従来のフロッピーディス

クに代わる PC用の USBメモリーや Flash SSD（SSD）、

デジタルカメラ用のメモリーカード、携帯音楽プ

レーヤー、携帯電話などの記憶装置として使用さ

れており、今後も飛躍的に使用が広がると考えら

れているからです。 

特に SSD（Solid State Drive）は、従来の HDD

（ハードディスク）に代わるサーバー用の記憶媒

体として数十兆円規模の需要が見込まれています。 

利点としては 

1.機械部分がないので OSやアプリの起動が速い 

2.SSDのランダムアクセスの速度は HDDの 40倍の

スピードを実現する 

3.SSDは衝撃に強い 

4.HDDよりもサイズが小さく重量も軽い 

5.騒音がしない、まさに無音である 

6.SSDは消費電力が少なくバッテリーが長持ち 

7.放熱量が少ない、 

SSD は、小さくて高性能、速くて軽くて静かで、

衝撃にも強くてパソコン全体のパフォーマンスを

大幅に向上させます。寿命が短いなどの欠点があ
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りましたが、ここ数年で圧倒的に信頼性が向上し

ています。 

この技術を外国に取られてもよいのでしょうか？ 

 

本日の本は、「日本人はなぜ日本のことを知らな

いのか」ＰＨＰ新書 竹田恒泰著です。 

「日本は世界最古の国」―誇るべきことなのに学

校では教えてくれない建国神話をひも解いていま

す。子どもに伝えたい「日本誕生の教科書」です。 

「建国記念日はなぜ二月十一日なのか」「日本は

いつどのようにしてできたのか」―世界中の国民

なら知っている自分の国の成り立ちを、日本人の

多くは答えられません。 

日本のことを知らない日本人が国際社会でまと

もに相手にされないのは当たり前のような気がし

ます。 

読んだ後に「読んで良かった」と元気になる本

です!! 

 

 

宝塚中プロバスクラブ 

             中原 等 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今晩は宝塚中プロバスの中原です。合同例会に

もかかわらず 2 人しか参加できなくて申し訳ござ

いません。 

 日ごろの活動について “お話”をとのことで

すので、5 月の例会について話をさせていただき

ます。 

5月の例会は、趣向を変えて“京都の大徳寺“に

出向き、境内にある和食どころで鉄鉢料理うちで、

舌鼓をうち、おいしい料理の後は、いざ聚光院へ

と歩を進めた。聚光院で開催中の創建 450 年記念

特別公開の狩野永徳・松栄の本堂障壁画や書を解

説してもらいながら見学し、千利休が茶をたてた

茶室で正座で静寂を楽しみながら、庭園を観賞し、

感慨に耽りました。狩野永徳・松栄の親子二代に

わたって描かれた国宝の本堂障壁画は、松の木を

主体に鶴や虎等を描きながら春夏秋冬が描かれ感

慨深いものがありました。 

 次に、お話しすることができなかったのですが、

同じ大徳寺境内にあります塔頭の龍源院に立ち寄

りことにしました。この龍源院は、洛北の苔寺と

して有名な名勝庭園と言われ庭園を眺めつつ周囲

とのアンバランスに疑問を感じながら、騒々しい

現代社会とかけ離れた糸時を味わった。 

その後、大徳寺の門前で、名物の納豆（黒く乾

燥したもの）山椒入れちりめんの佃煮を手に、次

の目的地「金閣 鹿苑寺」へ 

 金閣 鹿苑寺は、最近修復されたばかりで、何と

も言えない美しさを醸しだしていました。特に“空

の青”“周囲の緑”にマッチした素晴らしい建物で

美しさに圧倒されました。来園者は、東南アジア

系の人で賑わい、記念写真に夢中になっておられ、

その合間に我々も記念写真と洒落こみました。東

南アジア系の人々の賑わいと金色の素晴らしに堪

能しながら、帰路についた。 

 もう一つの話題の日常の活動ですが、最近では、

宝塚市の財政状況や人事問題について議論をして

おります。 

財政問題では、税収が約 340～50 億円でそのう

ち人件費が 130～40 億円となっております。人件

費は、全国でも上位にランクされているのが実情

であります。 

また、人事問題では、市長は、休日には東京に

出向かれていることが多いと聞きますし、それを

カバーする副市長をはじめとする幹部は、市外在

住者ばかりで、22年前のような大災害が発生した

ら、どうなるだろうと心配になります。市民を守

れるのだろうか？と不安を覚えます。 

 また、人件費の 130～140億円のうち 7割近くの

約 100 億円が、市外に流失していると思われ、市

民が納めた税金の 1/3 程度は、還元できない状況

となっているのではないだろうかと思います。 

 これらのことを議論しながら、おいしい日本食

をいただき、会員の親睦を図っております。 

プログラム 
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○馬場 和代 君 

忙しい間をぬって、本日宝塚体育館で大相撲宝塚

場所（春の巡業）を観戦してきました。 

迫力に圧倒され、おすもうさんの大きな体に改め

て感心しました。関学出身の宇良は勝利しました。 

横綱の土俵入も初めて見ました。ニコニコ 

 

○桑田 昭世 君 

宝塚はいっぱいの梅となり美しい季節となりまし

た。ステキな春をニコニコ 

 

○那須 範満 君 

「花のみち」の桜がさきました。 

 

○定藤 繁樹 君 

宝塚市長選始まる！ 青年会議所から電話あり。 

立候補要請と思いきや、立会討論会の司会依頼で

した。今回は断念し、4年後を目指します？？ 
 

本日のニコニコ   33,000円 
本日までの合計  882,820円 

 

 

□ソング 

「君が代」「それでこそロータリー」  

                          小山 一子 会員 

□お客様 

中原 等 様 （宝塚中プロバスクラブ） 

小山 哲史 様（    〃     ） 

 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 33 2 31 24  77.42 

前々回 

3/22 
34 2 32 23 6 90.63 

 

□幹事報告 

昨年 12月 3日に実施した「ベガクラシックフェス

タ」の成功に、多大な貢献をいただいた宝塚演奏

家連盟に対して感謝状を作りました。 

来る 4月 9日（日）の総会にお持ちします。 

 

 

※次ページに 2017年～2018年 役員表 

4月誕生日の山本会員、栗田会員そして古川会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

「日本人はなぜ日本のことを知らないのか」

ＰＨＰ新書 竹田恒泰(著) 
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