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2011～2012年度
国際ﾛｰﾀﾘｰ･ﾃｰﾏ

『こころの中を見つめよう
博愛を広げるために』

第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ 川崎高津ロータリークラブ

事務局：〒213-0041川崎市高津区溝口2-14-1むらたビル３F

例会場：ホテルKSP TEL 044-819-2211

例会日：毎週木曜日 12:30 / 毎月第4週 18:00

会 長：田中 薫

幹 事：鈴木 良一

田中 薫会長 「四つのﾃｽﾄ」

2011～2012

クラブ年度テーマ

『 ﾛｰﾀﾘｰの原点にたちかえり、思いやりの気持ちを持とう 』

Ｗｅｅｋｌｙ Ｒｅｐｏｒｔ

第３０回 例 会 記 録
２月は｢世界理解月間」です。
通 算 ： 第 1272号
例会日 ： 平成 24年 2月 23日
発行日 ： 平成 24年 3月 1日
◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢卓話 大橋健治会員」
◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「卓話 三富末雄会員」
◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊RC会員(順不同､敬称略)
田中 薫 大橋会員､卓話を宜しくお願いします｡
相馬 元 遅れまして申し訳ありません｡
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点鐘・開会宣言・歌唱

 件 合計 累計 目標額 達成率

ﾛｰﾀﾘｰ財団 11 11,000 303,000 336,000 90.18%

米山奨学会 11 12,000 308,000 560,000 55.00%

ﾆｺﾆｺBOX 13 15,000 521,000 1,000,000 52.10%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 11 12,000 375,000 500,000 75.00%

◆ 会長報告
＊2012-13年度 国際ﾛｰﾀﾘｰ(RI)ﾃｰﾏ決定のお知らせが届
いております。＜英語＞ Peace Through Service

＜日本語＞ 奉仕を通じて平和を
＊国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区 2012-13年度 地区協議会開催
の案内が届いております。日時:4月8日(日)12:30～
18:30  場所:東京都市大学 横浜ｷｬﾝﾊﾟｽ 登録料：
8,000円(ｸﾗﾌﾞから) 登録締切:3月9日(金)
＊2012-13年度地区協議会にあたり当ｸﾗﾌﾞ三家護会員

報告

祝慶事

≪会員誕生日≫
田中 薫会長 2/3 本間信治会員 2/6

≪入会記念≫ 石川演慶会員 Ｈ5.2.18
≪表彰≫ ＊Ｒ財団 ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ(＄1,000)

鈴木良一幹事 楯&賞状、ﾋﾟﾝ

会員数
義務者

欠席数 出席率 MU
修正

本日 27 25 4 84.00%

前々回 27 25 8 2月9日分 4 84.00%

クラブ会報委員会
本藤光隆委員長 相馬 元副委員長
三富末雄委員 森山圭介委員 編集担当：森山圭介

＊2012-13年度地区協議会にあたり当ｸﾗﾌﾞ三家護会員
に｢社会奉仕部門ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ｣委嘱状が届いております。
＊第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟ 第5回会長幹事会の案内が届
いております。
日時:3月14日(水)18:00～ 場所：神州之華

＊第43回 神奈川県ﾛｰﾀﾘｱﾝ親睦ﾃﾆｽ会(上野杯)の案内が
届いております。 日時:4月10日(日)9:30～
場所：湘南ﾛｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 参加料:ﾛｰﾀﾘｱﾝ 7,000円 家族
ｹﾞｽﾄ 4,000円 締切:3月25日(日)
◆ 幹事報告
＊岡本太郎氏作｢高津｣の高津駅構内設置除幕式の案内
が届いております。岡本太郎氏生誕101周年に当たり
高津区民祭の際に高津区奉仕五団体で集めたﾁｬﾘﾃｨｰ金
より寄贈することになりました。
日時:2月26日(日)10:00～(集合9:30）
場所：東急田園都市線 高津駅構内
設置作品:岡本太郎氏作「高津」1988年作

◆ 近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ
＊川崎鷺沼RC:2月29日(水)8:00～

早朝例会 ﾎﾃﾙﾒｯﾂ溝ノ口｢桂林｣
＊川崎北RC:2月29日(水)18:00～通常例会→夜間例会
＊川崎日吉RC:3月6日(火)を2日(金)に変更 移動例会

台北市東北扶輪社創立30周年記念式典出席
＊川崎多摩RC:3月15日(木)休会

3月29日(木)18:30～ 夜間例会
＊川崎ﾏﾘｰﾝRC:3月15日(木)12:30～合同例会
職場訪問(川崎中央RC･川崎ﾏﾘｰﾝRC)神奈川県ﾗｲﾄｾﾝﾀｰ

＊川崎百合丘RC:3月20日(火)祝日休会
＊川崎中原RC:3月22日(木)休会
◆近隣ｸﾗﾌﾞより会報が恵送されておりますのでお目通
し下さい｡(順不同)
☆川崎中央RC ☆川崎中RC ☆新川崎RC

◆諸事お知らせ
＊次週3月1日(木)の例会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは三富末雄会員の卓

話です｡次週例会後に定例理事会が開催されます｡
◆委員会報告 社会奉仕委員会 大橋健治委員長
2/26(日)10時～高津区奉仕五団体寄贈による高津駅

構内の岡本太郎史作｢高津｣の除幕式が行われます。
ご出席下さい｡



２月２３日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

卓話 ｢ｴｺｶｰ減税とﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｶｰについて｣
大橋健治 会員

今日はｴｺｶｰと減税､補助金についてお話します｡
ｴｺｶｰ減税とはH21年04月1日～H24年4月30日の間に特定
の条件を満たしている車両に対して政府が減税の措置
を行うことです｡対象車両はﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ車とｸﾘｰﾝﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車
が100%自動車重量税と取得税が減税です｡
次に平成17年基準排出ガス75%低減ﾚﾍﾞﾙ+平成22年度燃
費基準25%達成車が自動車重量税と取得税が75%減税で
す｡次に平成17年基準排出ｶﾞｽ75%低減ﾚﾍﾞﾙ＋平成22年度
燃費基準20%と15%達成車が自動車重量税と取得税が50%
減税されます｡H21年3月31日以前に登録した車両でも条
件を満たしていれば車検時に重量税が減額されます｡

現在販売されている車両の殆どが新車登録時に減税
されていますが､ｸﾞﾚｰﾄﾞと装備で同じ車両でも減税され
ない車両もありますので気をつけて下さい｡
先日､ｴｺｶｰの購入補助金が閣議決定されて4月からｽﾀｰﾄ
します｡補助金は平成23年12月20日から適応となってい
ます｡金額は乗用車10万円 軽自動車7万円 ﾄﾗｯｸ 20
万か10万の補助が始まります｡
補助の対象は平成27年度燃費基準達成車か平成22年度
燃費基準達成車の車輌となります｡
ﾄﾗｯｸは方式がSKG－の車両が20万､CBF－の車両が10万円
となっています｡
2.電気自動車とﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ車についてお話します｡
電気自動車の魅力は､まず環境に優しく排気ｶﾞｽを出さ
ない走行時音が静か､運転しやすい､深夜電気料金を使
って充電すればｶﾞｿﾘﾝ代よりも安く済むなどです｡
しかしﾃﾞﾒﾘｯﾄもあります｡
充電をするのに200ﾎﾞﾙﾄ用のｺﾝｾﾝﾄとﾌﾞﾚｰｶｰを用意し

なければならない｡設置費用に一般家庭で10～15万円位
かかります｡充電時間は8時間でﾌﾙ充電されます｡
ﾌﾙ充電して条件にもよりますが､走行距離数が120ｷﾛか
ら130ｷﾛしか走行出来ません｡途中で充電出来れば長距

このｼｽﾃﾑのおかげで燃費もｱｯﾌﾟしました.
燃費の向上にはｴﾝｼﾞﾝだけではなくｵｰﾄﾏﾐｯｼｮﾝの改良
やﾌﾚｰﾑの軽量化など様々な取り組みがされています｡
ﾏﾂﾀﾞは去年ｽｶｲｱｸﾃｨﾌﾞというｺﾝｾﾌﾟﾄで新型ｴﾝｼﾞﾝを発表
しました｡小型車で電気ﾓｰﾀｰのｱｼｽﾄがなくてもﾘｯﾀｰ30ｷﾛ
走れる車です｡それに伴い新型のｵｰﾄﾏﾐｯｼｮﾝの開発にも
成功しました｡
先日ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝの発表があり2ｽﾃｰｼﾞﾀｰﾎﾞﾁｬｰｼﾞｬｰの

採用により高価なNOx後処理無しでｸﾞﾛｰﾊﾞﾙの排出ｶﾞｽ規
制をｸﾘｱする高い性能を実現しました｡このﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞ
ﾝの開発により大型1BOX車やRV車のﾗｲﾝﾅｯﾌﾟが増えてい
くと思います｡
最後にいかに車の技術がすすんでもﾒﾝﾃﾅﾝｽを疎かに

していると車両の力が発揮できないので､ｵｲﾙ交換とﾒﾝﾃ
ﾅﾝｽはしっかりやっていきましょう｡

＊謝辞 田中 薫会長
大橋会員、卓話をありがとうございました。

私はあまり車に乗るのが好きではないのです｡遠くには
行かないので年間で3～4千Kmしか乗りません。話を聞
いてﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車は遠出をするのに良いかなと思いまし
た｡今後は大橋会員に聞いて良いものがあったらお願い
しようかなと思います。
皆さんも大橋会員へお願いします。

ら130ｷﾛしか走行出来ません｡途中で充電出来れば長距
離運転も可能ですが､まだｲﾝﾌﾗ整備が整っていないので
地方での充電が難しいことがあります｡ｶﾞｿﾘﾝ車のよう
にすぐ燃料が補充出来ないのが難点です｡充電施設もこ
れから電気自動車が増えていけば増えていくでしょう｡
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ車について

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ車がﾄﾖﾀ~販売されて10年以上経ちます｡
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝと電気ﾓｰﾀｰの併用で走行距離が34km/L走行
出来る車両も出てきました｡販売ﾒｰｶｰもﾄﾖﾀ 日産 ﾎﾝﾀﾞ
があります｡ﾊﾘﾔｰﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ､ｴｽﾃｨﾏﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ､ｱﾙﾌｧｰﾄﾞﾊｲﾌﾞﾘｯ
ﾄなど小型車から大型車までﾗｲﾝﾅｯﾌﾟが豊富です｡
ﾎﾝﾀﾞは小型車がﾒｲﾝでFIT FITｼｬﾄﾙ ｲﾝｻｲﾄCRV ﾌﾘｰﾄﾞｽ

ﾊﾟｲｸです｡日産はﾌｰｶﾞと5月にｼｰﾏﾊｲﾌﾞﾘｯﾄが出るそうで
す｡ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ車はﾊﾞｯﾃﾘｰを2個使っています｡

ﾓｰﾀｰを動かすﾒｲﾝﾊﾞｯﾃﾘｰとｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝを動かすﾊﾞｯﾃ
ﾘｰがあります｡新車でﾌﾟﾘｳｽの購入を考えているお客様
からよく聞かれる事がﾒｲﾝﾊﾞｯﾃﾘｰの寿命です｡
現行のﾌﾟﾘｳｽはﾊﾞｯﾃﾘｰを5年10万ｷﾛ補償しています｡
先代のﾌﾟﾘｳｽでもﾒｲﾝﾊﾞｯﾃﾘｰを交換したお客様の話を聞
いた事がありません｡初代ﾌﾟﾘｳｽのﾊﾞｯﾃﾘｰはﾒｰｶｰで無償
交換した事があると聞いた事があります｡
もしﾒｲﾝﾊﾞｯﾃﾘｰを交換するなら部品代128,000円と工

賃になります｡ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄｶｰはﾊﾞｯﾃﾘｰや車両船用ｵｲﾙ使用の
為ｶﾞｿﾘﾝ代を浮かしても部品代が高価になることがある
のでそれがﾈｯｸとなります｡
3.第3のｴｺｶｰ
今ﾃﾚﾋﾞCMでﾀﾞｲﾊﾂが第3のｴｺｶｰをうたっています｡

ｽｽﾞｷも追従して車を出してきました｡
では第3のｴｺｶｰとは何でしょう？それはｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ
が付いた車両をいいます｡主に信号待ちなどで停止して
いる間ｴﾝｼﾞﾝをｽﾄｯﾌﾟして再発進時にｴﾝｼﾞﾝがかかる仕組
みになっています｡
なかなかかからなかったらどうする？とか再発進時

にｴﾝｼﾞﾝをかける時はどうする？など疑問に思われる方
もいると思います｡最新型の車は走行時速が5ｷﾛ以下に
なると自然にｴﾝｼﾞﾝが止まる仕組みになっています｡
再ｽﾀｰﾄもﾌﾞﾚｰｷﾍﾟﾀﾞﾙから足を外してｱｸｾﾙを踏むとかか
る仕組みになっています｡


