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第 1142 回例会報告                             5 月  10 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会  5 月   17 日（水） 次週予告  5 月  24 日（水） 

◎ソング 「四つのテスト」 

             田辺 朱希美 会員  

◎プログラム 

       宝塚演奏家連盟コンサート（第６回）       

◎ソング 「それでこそロータリー」 

             小山 一子 会員 

◎プログラム 卓 話 

        橋本 有輝 会員            

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 さる４月１０日、電気自動車会社テスラの時価

総額が一時的ながら約５１１億ドル（約５兆６２

００億円）まで上昇し、自動車メーカーの老舗で

あるＧＭやフォードを市場価値で抜いたことが話

題になりました。昨年暮れからテスラ株はじわじ

わと上昇し続けているが、これも、今年中に発売

される予定の同社初の大衆向けＥＶ「モデル３」

に対する期待が高まっているからです。 

 米国では、テスラ車はベンツやポルシェに勝る

とも劣らないステータスシンボルになっています。

テスラ車のオーナーには、資産があるだけではな

く、先進テクノロジーを理解し、環境問題への意

識が高いという知的なイメージも付いて回るので

す。 

 １０年ほど前のエクソン・モービルやゼネラ

ル・エレクトリック（ＧＥ）などに代わり、今や

アップル、アルファベット（グーグルの持ち株会

社）、マイクロソフト、アマゾン、フェイスブック

といったＩＴ企業が最大級の市場価値を持つ時代。

ガソリンよりも電気、ハードウェアよりもソフト

ウェア、対面よりもデータを活用した顧客サービ

スを重んじるなど、自動車メーカーの定義を書き

換えようとするテスラが注目を集めるのは、時代

の要請なのかもしれません。 

テスラ（旧テスラモーターズ）は２００３年に

創設されました。同社の会長兼ＣＥＯ（最高経営

責任者）は、米国有数の起業家として有名なイー

ロン・マスク氏。マスク氏は、米電子決済大手「ペ

イパル」の共同創業者の一人で、同社を米電子商

取引大手「イーベイ」に売却したことで巨万の富

を築きました。マスク氏はテスラにさらに資金を

投入し、最終的には７０００万ドルの個人資産を

つぎ込んだとされています。 

テスラの最初のＥＶ「ロードスター」が発表さ

れたのは０６年７月。ロードスターがそれまでの

ＥＶの印象を打ち破ったのは、たった３．７秒で

時速ゼロから時速６０マイル（約９６キロ）まで

加速する高性能でした。当初の価格は１０万１５

００ドル（約１２７０万円）。マスク氏の知人やシ
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リコンバレーのＩＴ長者、セレブたちが顧客対象

でした。ロードスターは、これほどの高額にもか

かわらず、０８年から１２年までの間に２２５０

台売れました。 

 ロードスターの後には、基本価格が５万ドルの

「モデルＳ」を１２年に発売、同８万ドルのＳＵ

Ｖ（スポーツ用多目的車）タイプ「モデルＸ」は

１５年末に発売を開始しています。この３代の高

級モデルに続いて、現在は大衆モデル「モデル３」

の製造準備に入っているところです。モデル３の

販売予約台数は約３７万台。すでに１８年半ばの

納車分まで予約を取り付けたとされています。 

 ０９年には独自動車大手・ダイムラーと戦略的

提携を結び、自社株の１０％を譲渡しました。ま

た同年には、米エネルギー省から４億６５００万

ドルの融資を受けている。１０年には、ＥＶを共

同開発するという合意の下に、テスラはトヨタ自

動車と業務・資本提携を結びました。トヨタから

５０００万ドルの出資を受け、同時にカリフォル

ニア州フリーモントにあるトヨタとＧＭとの合弁

工場「ＮＵＭＭＩ」を４２００万ドルで購入した

のです。しかし、ＥＶ共同開発を巡るテスラとト

ヨタの提携は、４年で終止符が打たれる。理由は

明らかにされていないが、自動車設計に対する考

えの違いが指摘されています。 

 ２０１５年４月３０日、安倍首相も米シリコン

バレーにあるテスラ本社を訪問。 

 テスラが自動車業界の常識を変えたこと 

①ディーラーを通さずに、自社で直接販売を行っ

ていること。しかも、テスラの顧客の多くは、実

際の新車モデルを目にすることなく、オプション

を加えると時には１０万ドル（約１１１０万円）

を超える車をオンラインで注文しているというの

だから驚く。それだけ、テスラの人気が高く、顧

客の信頼も厚いと言えるでしょう。 

②充電ステーションのインフラを自前で作ってい

ることだ。テスラの充電ステーションは「スーパ

ーチャージャー」と呼ばれ、その数は１７年初頭

の時点で、世界約５０００か所に上っています。 

③自動車をスマートフォンのようにインターネッ

ト経由でソフトウェアのアップデートができる対

象にしたこと。同社はあらゆるテスラ車の走行か

ら様々なデータを取得して、その後の開発につな

げている。自動車は今や、ソフトウェアを搭載し、

データを生み出す道具になっているのです。 

 今年１月には、ネバダ州でパナソニックと共同

で「ギガファクトリー」と呼ばれる巨大なリチウ

ムイオン電池工場の稼働を開始しています。テス

ラ車の生産台数を１６年の年間８万台余りから１

８年までに５０万台に拡大させる計画があり、Ｅ

Ｖ向けのリチウムイオン電池を十分に確保する必

要があるためです。 

 マスク氏は、ＥＶ事業を超えて再生エネルギー

によるエコシステムを構築するという、より大き

な事業への関心が強いようです。 

 

今回の本は「「昔はよかった」病」 新潮新書 パ

オロ・マッツァリーノ著 です。 

「昔はよかったね」―日本人はそう言って今を嘆

き、過去を懐かしむばかり。昔は安全だったのに、

子どもは元気だったのに、地域の絆があったのに、

みな勤勉だったのに…。しかしそれは間違いだそ

うです。捏造された追憶、あるいは新しいものを

否定する年長者のボヤキにすぎない。資料を丹念

に分析し、通説を次々ひっくり返す。「昔はよかっ

た」病への特効薬となる大胆不敵の日本論。 

本書を読んで一番びっくりしたのは、「フジテレ

ビの女子アナが正社員になったのは、１９８５年

から」それまでは、アナウンサーは男性は正社員

なのに女性は契約社員。 

昔は良かったというのは「いばるしか能のない

オヤジ」だけなんでしょうね。 

 

 

去る 4月 29日に神戸ポートピアホテルで開かれた 

地区研修・協議会の報告です。 

プログラム 
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田辺 朱希美 次期会長 

ポートピアホテルにて、10：30 に瀧川好庸
よしのぶ

ガバ

ナーエレクトの全体会議開会点鐘がホールに響き

わたりました。 

全体会議の中でパストガバナーで次期地区研修

リーダーの中村尚
ひさ

義
よし

氏の「元気なクラブを目指し

て！」Enter to Learn－インテリジェンスを磨く

－についての御話しがとても心に残りました。 

ロータリーのどこに魅力を感じるのか？ 

ロータリアンになることで！ロータリーを学ぶこ

とで！行動することで！我々は「人生の糧を得る」

ことが出来る。賢明に生きる！人の為に尽くす！

クラブづくりは人づくりから！「ロータリーは心

の磨き草」「Go Forth to Serve」「誠実に謙虚にさ

わやかに」と締めくくられました。 

 〇                〇 

そして、全体会議の後、会長部門分科会へ出席し

ました。瀧川好庸がバナーエレクトより、次期 RI

会長イアン H.S ライズリー氏、オーストラリア・

ビクトリア州サンドリンガム RC に所属なさって

いる。2017 年～18 年度 RI のテーマについてお話

がありました。R.I のテーマ ROTARY：MAKING 

A DIFFERENCE「ロータリーに変化をもたら

す」とテーマを掲げられました。 

〇優先事項として 

①クラブのサポートと強化 

・女性会員未だに 20％（1987 年女性会員入会以

来 30 年を経て現在） 

・会員年齢の高齢化！若い会員の入会に真剣に取 

り組まなければならない！ロータリークラブの 

10 年後？20 年後は？どうなるのか？ 

②人道的奉仕の重点化と増加 

③公共イメージと認知度の向上 

ロータリーとは何か？どんな行動をしているのか 

（新会員の増加に貢献） 

そして最後に 

④地球の持続可能性（私達の住む地球の荒廃！！） 

・ロータリアン 1 本の植樹を！ 

・環境の悪化と気候変動は全人類の脅威 

・2018 年 4 月 22 日の「アースデー」までに各会 

員少なくとも 1 本の植樹をする。 

・世界の切実な問題を解決し、世界に平和をもた 

らすために、行動するように、全ロータリークラ 

ブにお願いする。 

・全世界で少なくとも 120 万本の樹木が新たに植 

えられることになる。 

・地球環境に良い影響を 

・ロータリーには地球を救う責任がある。このこ 

とを各自自覚しよう！そして“奉仕に全員で全力 

を尽くす年度に”！！と次期 RI 会長イアン H.S 

ライズリー氏は宣言されました。と、瀧川好庸が 

バナーエレクトよりお話がありました。 

そして、ロータリアン 1 人 1 本の植樹を！地区と

して実現することに御尽力されるとのことでした。 

私達、宝塚三クラブもこれに賛同し、実現に向 

け、私達クラブの樹木医でいらっしゃる阪上会員

の協力のもと、又宝塚市の協力も得て、実現した

いと思っています。 

会員の皆様の御協力宜しくお願い致します。 

                  以上 

那須 範満 次期幹事 

まず、カウンセラーの中村尚義次期地区研修リ

ーダーから「幹事の役割と心得」についてのお話

がありました。 

その中でいただいた資料「基本理念・中核的価

値観」をクラブで全員に配布するようにと指示が

ありました。皆さん熟読して下さい。 

引き続き、リーダー、副リーダーから幹事体験

談がありました。「幹事の役割は会長のお手伝いや

事務的な業務だけでなく、クラブの運営に積極的

に係らなくてはいけません。たとえば、各委員会

活動にも関与することが求められています。野球

でいえばまわりを見渡せるキャッチャーです」 

 例会が待ちどおしくなるようなクラブ運営を心

掛けていきますので、ご協力をよろしくお願い致

します。 

                    以上 

 

 

○飯田 健一 様（神戸南 RC） 

本日は、例会に参加させていただきありがとうご

ざいます。 

 

○水谷 重康（宝塚 RC） 

先日の会に多数ご出席いただきまして有難うござ

いました。今後供宜しくお願い致します。 

ニコニコ箱 
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○阪上 栄樹 君 

水谷様ようこそ！！「超我の奉仕賞」本当におめ

でとうございます。 

 

○芝池 巌 君 

GWの鉄道音楽イベントはサンテレビで長時間放映

されたこともあり、大盛況でした。ロータリーメ

ンバーも多数お越しいただきました。 

ありがとうございました。 

 
本日のニコニコ   10,000円 
本日までの合計  937,820円 
 

 

 

□ソング 

「君が代」「奉仕の理想」  

                          野木 久子 会員 

□お客様 

飯田 健一 様（神戸南 RC財団資金管理小委員長） 

水谷 重康 様（宝塚武庫川ロータリークラブ） 

 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 33 2 31 26  83.87 

前々回 

4/19 
33 2 31 24 4 90.32 

 

□幹事報告 

来る 5月 13日（土）に当クラブの姉妹クラブであ

る須賀川南ロータリークラブの創立 30 周年記念

例会が開催されます。 

来年の当クラブ 25周年の挨拶も兼ねて、当クラ

ブから山本会長・田辺次期会長・竹原会員・田中

会員・前田会員が出席します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

週間報告 

 今週の本 

「「昔はよかった」病」 新潮新書  

パオロ・マッツァリーノ著 

 

 

 


