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例会場
例会日
役 員
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つのテスト

●真実かどうか

第1428回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

◦今年4月に行われた社会奉仕事業の大阪西本
願寺常照園の子どもたちが北摂児童養護施設
の連盟主催の野球大会で、全対戦相手に快勝
し優勝されました。
ということで感謝状を頂い
ております。
◦本日理事会です。例会終了後メイプルルーム
へお願いします。

平成23年9月5日

卓話「同好会報告」ゴルフ同好会
野球同好会
カラオケ同好会
グルメ同好会
俳句同好会
今週の歌「君が代」
「奉仕の理想」

新井会員
清水会員
家村会員
伊藤会員
小林会員

ゲ

「ロータリーの理念と精神の追求」
会長挨拶

●みんなのためになるかどうか

ス

ト

ゲストスピーカー
〃

先週内容

阪本会長
◦民主党代表選が行われ、1位、２位の方の決戦
投票で野田佳彦氏が選ばれ総理大臣に推挙
されます。私達としては国民の為の施策を早急
にして欲しいところです。
◦岡本太郎画伯による太陽の塔、今回生誕100
年を記念して地下の展示室で「地底の太陽展」
が10月10日まで行われています。
◦9月1日は防災の日です。1923年に発生した関
東大震災
（M7.9、10万人以上の死者、行方不明
者）にちなんで制定されました。非常持出しの
見直し進んでいますか。今、ハザードマップ（災
害予測地図）
を手に入れようとしています。
◦会長を仰せつかって2ヶ月経過します。無我夢
中ですが、全員のお力添えの賜物です。今迄を
見てアドバイスがあれば是非教えて下さい。

橋本（芳）副委員長
大阪ガス 前田 正史 様
大阪ガス 棚倉 悠平 様

出席報告
𠮷田委員長
●会 員 数 48名 ●来
客
2名
●出席会員数 42名 ●本日の出席率 95.45％
●8月1日の出席率（メーキャップを含む） 100％
誕生御祝−９月
会員
昭和 19 年
昭和 11 年
昭和 18 年
昭和 13 年
会員夫人

幹事報告

紙谷幹事
◦ロータリーの友9月号が届きましたのでお配り
します。
◦広報誌ROTARYロータリー世界と日本（第4
版）
、広報誌ROTARYあなたも新しい風に
（第3
版）
を回覧致します。
ご購入の方は事務局まで
お申し込み下さい。
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月1 日
月3 日
月10 日
月18 日

島田会員
澤井会員
阪本会員
田中（慶）会員
以上4名

9 月4 日
9 月11 日
9 月27 日

田中（慶）会員夫人
荻田会員夫人
小林会員夫人
以上3名

社会奉仕委員会

髙木委員
①8月25日㈭、㈱ビケンテクノ様に於いて行われ
た献血では、皆様方にお世話になりました。あ
りがとうございました。65名の献血者受付があ
り採血者45名で、
ロータリーからは、阪本会長、
本田会員、河邊会員、木田会員の4名が参加し
ました。尾家産業㈱様からは、社員の方数名に
参加頂きました。次回もよろしくお願いします。
②9月1日㈭、7時30分からクリーンデーが開催
されます。当クラブ主催ですので、たくさんの
ご参加をよろしくお願いします。

新世代のための月間
次週 第1429回 例会予告 平成23年9月12日

卓話 「大阪府ガールスカウト連盟女子隊員による海外支援活動」
畳谷 久仁子 様（吹田RC）
髙木 芽 様
児玉 萌 様
瀧川会員ゲスト
Weekly No. 1428は榎原委員長が担当しました。
Weekly No. 1429は水間副委員長が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）
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米山記念奨学会委員会

澁谷委員長
本日、郷上会員より、特別寄付を頂きました。
ご協力ありがとうございました。

ロータリー財団委員会 田中（慶）委員長
今年度もポリオ募金を集めたく思います。9月
よりレートも78円となりますので、皆様のご協力
をよろしくお願い致します。
国際奉仕委員会

橋本（徹）委員長
9月16日㈮ PM6:00〜、くりーん亭 にお い
て、国際奉仕担当の炉辺談話を行います。

ニコニコ箱

勝副SAA

◆井伊会員
いつまでも暑さが続きます。
お身体を大切に！
◆岡会員
残暑お見舞い申し上げます。
◆水間会員
いつまでも暑い日が続きます。皆様御自
愛下さい。
◆中堀会員
早く涼しくなりますように！
◆坂口会員
すぐ秋になります。でも、熱中症にはもう
少し気をつけて下さい。
◆家村会員
ちょっといい事がありました。
ニコニコします。
◆小林会員
島田会員に声を掛けられてしまいました…。
──────────────────
本日のニコニコ箱
19,000円
累計のニコニコ箱
239,000円

卓
話
「マイホーム発電エネファーム」
大阪ガス㈱ リビング事業部 リビング開発部
前田 正史 様

用できるエネファームならエネルギー利用効
率は約80％。使う場所で電気をつくるので、
エネファームは従来型の発電システムと比べ
て、一次エネルギー消費量を約27％、CO2排
出量を約40％削減することができます。
③経済性
自宅で発電するため、購入電力を大幅に減ら
すことができ、さらに発電時に出た熱をお湯
や暖房として有効利用できるため、従来に比
べて家全体の光熱費を大幅に削減することが
できます。さらに、エネファームをお使いいた
だくと、お得なガス料金「マイホーム発電料金」
が適用できますので、家中のガス代がお得に
なります。標準的な家庭で年間の光熱費が約
69,000円お得になります。
また、エネファームは国からの補助金交付対
象機器です。新たにエネファームをご購入さ
れる方は、国からの補助金が受けられます。
2011年度は1台あたり最大105万円の補助金
が設定されていましたが、申し込み多数のた
め、7月に適用が終了いたしました。それだけ
社会のエネルギーに対する意識が高まってい
るということです。
④エネファーム＋太陽光発電でさらにECO
自然エネルギーの代表格である太陽光による
発電は、余った電気を１kWh当たり42円で電
力会社へ売ることができます。エネファームと
太陽光発電をセットで設置する「W発電」なら、
発電量が大幅にアップするのでたっぷり余剰電
力が生まれ、より多く売電することができます。
3月11日の痛ましい東日本大震災以降、社会
全体の消費電力量を削減することが求められて
います。自宅で電気をつくるマイホーム発電エ
ネファームなら購入電力量を大幅に減らし、
「節
電」に大きくつながります。
エネルギーを “つかう” 家から “つくる” 家へ。
私たちは、マイホーム発電エネファームにより社
会に貢献したいと考えています。

−クラブ俳句同好会−
兼題 ﹁冷奴﹂﹁夕立﹂及び当季雑詠

久美 子
みか よ
あき ら
山
牛
ときよし

憲治﹁特選﹂

逢ひたくて驟雨の中に踏み込みぬ
草も木も空もびしょ濡れ大夕立
雨だれの細りて夕立あがりけり
アンデスの塩振りかけて冷奴
大夕立ずぶ濡れとなる生きている

治
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憲

①エネファームとは
クリーンな天然ガスを使って自宅で「電気」と
「お湯」をつくる。この家庭用燃料電池コージェ
ネレーションが、大阪ガスのエネファームです。
都市ガスから水素を取り出し、空気中の酸素
と化学反応させ、水の電気分解の逆の原理で
発電する仕組みとなっています。その際に出
るのは電気と熱と水だけ。エネファームでつ
くった電気は標準的な家庭の約7割の電気を
まかなうことができ、発電した際に出る熱は給
湯や暖房に利用できる究極のエコ商品です。
②環境性
発電所と電気を使う場所が遠く離れている従
来の大規模集中発電システムでは、発電時に
出る熱が捨てられたり送電ロスなどの無駄が
あり、利用できるエネルギーは約40％。自宅
で発電し、発電時に出る熱も給湯や暖房に利

﹁主宰の一句﹂
冷奴京の豆腐にこだはりし

家庭用燃料電池エネファームについて、説明の
機会をいただきありがとうございます。エネファー
ムの仕組みメリット等について説明いたします。

第二百九十一回句会

【今後の予定と兼題】
第二百九十二回句会 平成23年9月26日
兼題 「秋彼岸」「稲一切」当季雑詠
※出句は7句

