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会長挨拶         寺澤銀三 会長 

 私の挨拶の前につくば

学園都市の話がありまし

たので、私の筑波山の思

い出話を話したいと思い

ます。50年前に私が初め

てデートした時のことで

す。私たちの世代の結婚

はほとんどがお見合い結婚で、私の場合は

親方からの紹介がきっかけでした。ある日、

親方に明日トシさんと筑波山へデートに行っ

てこいと言われました。翌日上野駅から電車

に乗って筑波山へと向かいました。車中で

は、これといった会話もなく、ただ車窓からの

景色を関心もなく眺めていました。そのうち

に車内販売の売り子が来たので、私はアン

パンが好きなので 4個買いました。するとトシ

さんに贅沢だと言われました。私はなんてし

っかりした女性なんだろうと感心しました。 

筑波山には二つの峰があり、それぞれ男

山、女山と言われています。今から思うと、親

方が縁起のいい山だということで筑波山への

デートをすすめてくれたのだと思います。50

年も前の事ですが、今日の私たちがあるの

はこのデートおかげです。親方には感謝の

気持ちでいっぱいです。本当に懐かしい話

です。 

幹事報告        松本安永 幹事 

① 5月 17・18日（金・

土）ロータリー世界

平和フォーラム広

島開催。 

② 5月 23日（木）地区

会員増強維持委

員会主催の女性会員の集い開催。浦和

ロイヤルパインズ、登録料は8,000円。ク

ラブ負担 5,000円、個人負担 3,000円。

出席予定者：長谷川信子会員、小林玲

子会員、成田志津子会員。 

③ 5 月 25 日（土）ロータリー・リーダーシッ

プ研究会(RLI)パートⅢ開催。5月 10日

締め切り。参加費 4,000 円はクラブ負担、

別途懇親会の 2,500 円は個人負担とな

ります。参加者：小畑、寺澤、松本。まだ

受け付け中 

④ 5月 26日（日）クリーン鴻巣市民運動開

催。 

⑤ 5月 28日（火）商工会青年部主催、第 2

回チャリティゴルフ大会開催。参加予定

者 8名 

⑥ 6月 6日（木）第 5グループ新旧会長幹

事会開催。 

⑦ 6月 16日（日）上尾北ロータリークラブ創

立 25周年記念式典開催。登録料

10,000円。会長、幹事出席 

次回理事会予定 

2012年 6月 5日（水） 

時間 11 時 00 分より  場所 群馬銀行

鴻巣支店 3F和室 

卓話  

車の誕生と進歩       加藤 勉 会員 

 皆様今日は。本日卓話

の機会を頂きましたが、

私にとっては、会長年度

以来 10 年ぶりの卓話を

する事になりました。私は

車の事しか解りません、

その車の事さえも、歴史

になるとほとんど解かりませんが、その自動

車の誕生の歴史をたどって、少し勉強した

事をお話したいと思います。現在皆さんが乗

られている車は、どの様な誕生と進歩を経て

今に至って来た物なのか、話の中で少しは

分かって貰えるのでは無いかと思います。 

まず車の誕生と言いますと今から約 130

年前の 1880 年代と言われておりますが、正
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確にははっきりいたしません。日本で最初に

車が動いたのは、115年前の1898年明治31

年が最初だと言われておりまして、当時の東

京朝日新聞の記事があります。 

翌年の 1899 年明治 32 年大正天皇が皇

太子であったとき、ご成婚を祝してアメリカの

サンフランシスコの日系人が祝意を表して電

気自動車を献上しました。10 日ほどして皇

太子の前を走った所、殿下は自動車とは、こ

とのほか速度の遅きものであると仰せられた

そうです。その翌年の 1990 年の 4 月になり

ますと横浜で貿易商をやっておられたアメリ

カン．トレーディング．カンパニーが蒸気自

動車を一台購入しました。ロコモビルという

車名で、これが日本での販売を目的とした

最初の輸入車となりました。エンジンの始動

から運転の仕方まで、機械部に勤務されて

いた宮崎峰太郎に 10日間ほど指導し、習得

させている、この宮崎峰太郎が日本で最初

に自動車の操作法をまともに習い運転した

人となりました。1901年9月に横浜ドックの社

長で男爵の川田隆吉が一台購入し、麻布か

ら新橋まで毎日通いだしオーナー一号にな

り、2 台目は浅野セメント社長の浅野統一郎

が購入し、その年は 2台が売れたそうです。 

その後、自動車が輸入されまして、1907

年 2 月になると東京では警視庁令によって

自動車の登録制度が発足しました。登録番

号の一番は銀座の明治屋で、二番が亀屋、

三番が三井呉服店（現在の三井デパート）

で、その年 1907 年の登録は 16 台になった

そうです。1911年橋本増次郎さんと言う方が

日本製実用自動車を作る為、快進社を設立

され、1914年 2気筒 10馬力で 3人乗り時速

20 ﾏｲﾙのﾀﾞｯﾄ 1号車を製作され、1925年に

は関係会社のﾀﾞｯﾄ自動車商会に吸収され、

その後日産自動車へ譲渡されました。1932

年誕生し、全国的にダットサン販売店を作り

1936年になると全国で 103店となり 1937年

10227 台と一万台を突破し、1938 年昭和 13

年になると 16591台の車が販売されました。 

またトヨタ自動車となりますと 1898 年トヨタ

の創始者豊田佐吉は愛知県刈谷市で動力

織機を発明し質の良い織物を織っていまし

たが、ニューヨークではようやく発達しかけた

自動車の活躍をみて、次の時代は自動車で

あると感じ長男の喜一郎にやらせる夢を描き、

1930年 3月喜一郎を中心に小型エンジンの

研究を開始し、1935年 5月に輸入車の箱型

から時代を先取りした流線型のスタイルを取

り入れ、A1型乗用車を完成されました。1937

年 8 月創立総会が開催され資本金 1200 万

円の、トヨタ自動車工業株式会社が設立され、

豊田喜一郎が副社長就任し、3000 人余りの

従業員も引き継ぎ一年後の 1938 年昭和 13

年新工場が完成し、本格的な自動車製造が

開始されまし。乗用車を本命として造りあげ

ることを豊田喜一郎は考えていたので、1937

年 6 月新しい小型乗用車の開発に着手しま

した。SA乗用車が発売され、1950年 4月自

動車は自由価格となり、次第に競争が激しく

なって来ました。 

トヨタ自動車は 1952 年昭和 27 年純国産

の技術で、新しい時代に合った乗用車を開

発する事を決意し大量生産を前提として性

能も価格も外国車にひけをとらない車の開

発が行われ、1955年 1月トヨペットクラウンを

発表しました。日産はオースチンとダットサン

の新型を発表し、2 月にはいすずがヒルマン

を 4 月には富士精密工業が新型プリンスを

発表し、乗用車の本格的生産の第一歩が一

斉に始まった訳です。6 年後の昭和 33 年 3

月に富士重工業が軽自動車のスバル 360を

発表し、昭和 35 年 4 月新三菱重工が三菱

500、東洋工業がマツダ 360 クーペを発売し

ました。 

 昭和 37 年 10 月にはトヨタがパプリカ

700CCを発表し、翌昭和 38年 6月に 38万

9千円で販売され1000ドルカーとして人気を

集め、その後ダイハツ､スズキオオタ､ホンダﾞ
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など多くの自動車会社が参入してまいりまし

た。日産はダットサンから始まったこのクラス

の車を次第に改良し、ブルーバードを発売

しました。トヨタ自動車はコロナ 1000CC を発

売しました。1963年昭和 40年 7月には延べ

20万台を突破し、量産日本一の記録を達成、

まさに日産の青い鳥になりました。 

やっきになったトヨタはコロナの改良に着

手し、足廻りの改良を行い、エンジンもクラウ

ンで実績のある 1500CCを搭載し、普及し始

めたテレビコマーシャルを使い、販売も順調

になり 1962 年 6 月にトヨタ操業以来の生産

累計 100万台の大台となりトップに帰りざきま

した。1965 年 7 月名神高速道路が開通し、

1966年 4月に日産はサニー1000を発売しま

したが、トヨタはサニーより少しゆとりを持た

せ、カローラ 1100 を発表し、サニーを抜き、

その優位はその後も続いた訳ですが、この

頃になりますと、日産、トヨタの二代メーカー

で競って来た頃でしたが、各メーカー大衆

車の販売が激化される様になった訳です。 

100年経った現在 1997年環境にやさしい

燃費のいいエコカー時代が始まった訳です。

トヨタから初代プリウスが発売され、2003年 9

月二代目プリウス 2009年 12月三代目プリウ

スが発売され、エコカー補助金、国からの助

成金など重なり大幅に売れ行きを伸ばして

昨年末 150万台の数になり、トヨタ、ホンダか

らハイブリット車が次から次へと新車種が発

売される様になった訳です。 

 2012年 12月末現在の埼玉県の自動車保

有台数は 3,973,000台で前年比 0.9パーセ

ント程の伸びを示したが、ここ数年登録車が

減少し軽自動車が増加する傾向が続いてお

り、現在県内保有車両の約 3 割が軽自動車

となっており、また一方 10年を超える車両が

全体の 4 割を占めるなど長期使用化が進ん

でいる中で、ハイブリット車を初めとする先進

環境対策車が急速に普及し埼玉県でのシェ

ア率 4.7％を占めるまでになりました。まだま

だ少ない訳ですが、今後ますます増加が予

想される事だと思っております。 

地区大会報告       津田健三 会員 

 地区大会報告ということ

ですが、本日は時間もあ

まりないようですので、報

告は次の機会にしたい思

います。 

本日は新事業の事を

少しお話します。先日も

再生エネルギーとして水素エネルギーにつ

いて話しましたが、その他にも太陽光エネル

ギーについても現在研究中です。機会があ

れば会社のほうへもお越しください。老いて

益々盛んです。 

委員会報告      

親睦家族委員会      加藤 勉 会員 

 5 月 15 日水曜日に東

京スカイツリー見学を行

います。当日鴻巣駅に 8

時集合、8 時 9 分発の上

野行き乗車します。24 名

の参加希望をいただきま

した。切符は取得済みで

す。万一欠席の場合でも返金はできません

ので、全員の出席をお願いします。 

また最終例会コンペを行います。6 月 19

日水曜日に吉見ゴルフ場予約済みです。大

勢の参加をお願い致します。 

新世代部門        間室照雄 部門長 

車椅子ボランティア

養成講座にて、車椅子

3 台を 119,400 円で購

入し、鴻巣市社会福協

議会に寄付いたしまし

た。地区補助金の不足

分はニコニコボックスよ 
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り支出致しました。養成講座は北中の生

徒 27名、レく協 6名、ロータリアン 12名の参

加のもと実施できました。ウォーキング当日

は受講者が元気に参加してくれました。 

5月 26日クリーン鴻巣の日にふるさとの杜

の草取りを行います。9 時に現地集合でお

願い致します。 

特別委員会         小林玲子 会員 

 先日のふれあい鴻巣ウ

ォーキングでの皆様のご

協力ありがとうございまし

た。 

 

 

山口光男 次年度幹事エレクト  

5月 13日月曜日午後 6

時半より、ご案内の通り

次年度の委員長会議を

ときさんにて行います。出

席予定者の方はよろしく

お願い致します。 

 

出席報告        宮城 仁 委員長 

 

 

 

 

スマイル報告      宮城 仁 副 SAA 

  

 

前回までの合計 530,755 円
本 日 の 合 計 19,000 円
次回繰越金合計 549,755 円  

 

 

 

 

 本日 修正 

 5月 8日 5月 1日 4月 17日 

 1005回 1004回 1002回 

 通常例会 移動例会 移動例会 

会 員 数 31 31 31 

出 席 数 18 19  

欠 席 数 13 12  

例会出席率 58.1% 61.3% 100% 

Ｍ Ｕ 数 3 3  

合計出席数 21 22 31 

出 席 率 67.7% 70.9% 100% 

個人スマイル   

宮城 仁会員…静岡ヤマサ園のお茶飲んで頂きありがとう

ございます。 

加藤 勉会員…本日卓話させていただきます。宜しくお願

いします。 

スマイル１  加藤 勉会員卓話宜しくお願い致します。 

津田健三会員・小林忠司会員・小畑正勝会員・寺澤銀三

会員・井田喜代志会員・山口光男会員・間室照雄会員・松

本安永会員・井上脩士会員・石井英夫会員・仁美恵美子

会員・小林玲子会員・小林功会員・田邊聖会員。松村豪一

会員・成田志津子会員 
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編集後記 

松山高吹奏楽部の定期演奏会が 6 月 16

日午後１時より東松山市民文化センターで

行われます。お時間のある方は是非。ちな

みに入場料は 400 円で、なんとも良心的な

金額設定になっています。御要り用の方は

お声掛けを。               （K.T） 

 

今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月 15日 

（水） 

第 1006回移動例会 

東京スカイツリー見学 

5月 22日 

（水） 

第 1007回通常例会 

クラブフォーラム 

外部卓話 

5月 26日 

（日） 

地域事業 

クリーン鴻巣市民運動 

５月 29日 

（水） 

第 1008回通常例会 

クラブフォーラム 

６月 5日 

（水） 

第 1009回通常例会 

会員誕生月祝い・結婚月祝い 

会員卓話 松村豪一会員 

6月 12日 

（水） 

第 1010回通常例会 

クラブ協議会 

外来卓話 鴻巣市市議会議員 

矢部一夫議長 

6月 19日 

（水） 

第 1011回移動例会 

親睦ゴルフ 

最終例会 和風レストランとき 

6月 23日 

～26日 

国際大会 

リスボン（ポルトガル） 

6月 26日 

（水） 
休会 
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第 1006回 移動例会 
会員親睦旅行 

5月 15日(水) 

東京スカイツリー及び帝国ホテルディナー 
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クラブ会報委員会 

委員長  井上脩士     副委員長  間室照雄 

委  員 山口光男 小林玲子 小林 功 田邊 聖 


