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次回例会 2006 年 5 月 17 日  

（第 2214 回） 
 

１． 「 新入会員挨拶 」  
       三浦 雅裕 会員 
    ２．「ローターアクトについて」 

例会担当：ローターアクト委員会 

本日例会 2006 年 5 月 10 日 

（第 2213 回） 
 

「 戦後ドイツの歩み第２報 」  
       

熊澤 忠躬 会員 
   例会担当：ロータリー情報委員会 

ロータリー世界平和フェローは、世界平和のために研究と活動を続けています 

 

本日のランチタイムのピアノ演奏曲目 

1．Ｅｖｅｒｇｒｅｅｎ （スター誕生より） 2．君住む街角（マイフェアレディより） 3．トゥーランドット（ヴァネサメイ） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
前回例会（2212回）4/26の主な内容 

 
ゲスト紹介        （親睦活動委員会） 
堀田 暁氏  （三洋電機株式会社 執行役員） 
 
会長の時間     「いい加減」         

会長 三浦 俊造 
 普通「いい加減」とは、チャランポランとか“え
え加減にせえ”とか言う様に、余り良い意味にはと
られておりません。 五木寛之氏の云う「いい加減」
とは、元々は両極端の真中にあたり「暑くもなく寒
くもなく」「甘くもなく辛くもなく」丁度中間あた
りの程々の良さを示す言葉だそうです。だから“こ
の世で生きるにはこういう気持ちで生きたらよろ
しいのでは”といっていた様な記憶があります。 
 また別の人は「健康とか長生きの秘訣は正直に生
きないこと、正直と嘘の真中をうまく泳ぐことだ。」
とも云ってました。 
言葉には、人生と社会の現実から生じた“諺” 

” 
 
的な要素が多分に含まれているものです。 
 私も「いい加減にせんか」といわれる前に“ほど
良い加減”で会長職を全うしてまいりたいと願って
おります。 
幹事報告                   （篠﨑幹事） 
◇ ５月３日(水)は、祝日の為休会となっております。 
◇ 【5/1～5/2】事務局は閉局しております。 
◇ 次年度の会員名簿作成の為の校正一覧表を回覧しておりま

す。各自校正をよろしくお願い致します。 
◇ 花光会員、退会されますが大変お世話になり有難うございま

した。これからの活躍をお祈りしております。 
花光 宙会員退会挨拶 
この歴史ある守口ロータリークラブに入会させて

いただき４年が経過致しました。４月に会社から移
動の拝命を受けました。この４年の間に皆様方から
ご指導、ご鞭撻をいただき本当に有難うございまし
た。特に親睦活動委員長を仰せつかり事業推進して
参りましたのも皆様方のご支援の賜物と思っており
ます。残念ながら期の途中で退会することになりま
した。皆様本当にお世話になり有難うございました。 

出 席 報 告 

例会日       出席    欠席          出席率 

 

4 月 26 日      ３３     １２     73.33％（ 58 名中 13 名免除）  

4 月 12 日      ３０     免除会員出席 6名メークアップ 3名（66.67％） 



 

 
 
 
 

卓  話  
「eneloop ― 乾電池に替わる２１世紀の電池」 

                 
 
 

 三洋電機株式会社執行役員                                                   
モバイルエナジーカンパニー                                              
市販営業統括ユニットリーダー 

              堀田 暁 氏 
 
 
１． 乾電池の歴史 
電池は、１８００年イタリア人ボルタによってそ
の原理が発明されたと言われている。電圧の単位
をボルトと呼ぶのはその所以である。 その後電
池は数々の進化をとげ、現在の乾電池の原型は１
８８５年日本人 屋井先蔵によって世界で始めて
開発されたことは、意外と知られていない事実で
ある。 乾電池の登場により人類は手軽に電源を
持ち運ぶことが出来るようになり、これが機器の
小型化ポータブル化に大きく貢献したことは言う
までもない。 戦後のトランジスタラジオの普及
や、ウオークマンの進化に乾電池は大きな役割を
果たしたことは記憶に新しいところである。 

２． 乾電池の限界説 
２０世紀には機器のポータブル化に大きく貢献し
た乾電池ではあったが、 ２１世紀に入りデジタ
ル機器の伸張と伴に次第にその限界説が囁かれる
ようになった。  まず限界説のその一が、「デジ
カメなどのデジタル機器にアルカリ乾電池を使っ
ても長持ちしない」という問題であった。 これ
はデジタルカメラが、液晶画面をオンにした状態
でストロボや電動ズームを使用する為電池から一
度に大電流を取り出さねばならず、アルカリ乾電
池はその特性上デジタル機器が要求する電流・電
圧を提供するには限界があった。 これが乾電池
限界説のその一である。 では その二はと言え
ば、それは近年の環境意識の高まりである。   
乾電池は一回使用すればすべてが「使い捨て」で
あり、その量は、日本だけでさえ、何と年間約５．
７万トン(社団法人電池工業会ホームページ記載
値より)ともいわれており、その量は、全て単３形
に換算した場合、地球３．２周分にも相当する。
これら使用済み乾電池の一部は地方自治体により
回収再利用されてはいるものの、多くが日本のど
こかに埋め立てられていることになる。 ゴミの
削減、リサイクルが叫ばれる２１世紀において「使
い捨て」文化の代名詞である乾電池が、このまま
で良いのかが改めて問われている。 

３． 乾電池に替わる新型充電池 ― eneloop 
三洋電機は、これまでも携帯電話やノート型パソ
コンに使われている充電地では世界 NO.1 の生産
量を誇ってきたが、こうした乾電池限界説に応え
るべく「乾電池に替わる充電池を」という命題の
下、 昨年１１月に２１世紀の電池として enloop
という新型の単三形充電池を開発・発売させて頂
いた。 簡単に言うとこの eneloop は、①デジカ
メや MP3 と言ったデジタル機器には抜群の性能を
発揮し ②１０００回繰り替えし使用（JIS C8708 
2004(4.4)の試験条件に基づく電池寿命の目安）で

き、その後のリサイクル体制が法律で整備されて
いる。 ③そして世界で始めて「自然放電を抑え
買ってすぐ使える」(2005 年 11 月 14 日発売。市
販用ニッケル水素電池において)といった乾電池
ライクに使用できる使い安さを実現した製品なの
である。  

４． Think GAIA －地球と命が喜ぶ商品作り 
三洋電機は、昨年の７月１日を第三の創業とし、
Think GAIA という命題のもと地球と命が喜ぶ商
品作りに取り組んでいる。 eneloop は 「使い
捨てない電池」として この Think GAIA テーマ
の第一号商品として売り出された。 発売以来お
陰さまで大好評を頂いており、増産準備に追われ
ているところである。 今後も乾電池の需要は無
くならないであろうが、その一部は地球環境のこ
とを考えれば着実に「使い捨てない電池」 
eneloop に替わって行くであろうと確信する。 

 
委員会報告           

親睦活動委員会          （石橋委員長） 
【お詫び】 

諸般の事情で一泊旅行を中止させて頂く事になり、お申込み頂
いておりました方々 、本当に申し訳ございませんでした。それ
に代わり日帰り旅行に変更させて頂く事になりました。 

    ○ 春の日帰り旅行のご案内 
日 程：5月 20 日(土)8：00 集合・出発 
場 所：淡路・鳴戸方面 
会 費：会 員 10,000 円 

     家 族 8,000 円 
申込み：5月 17 日までに事務局へ 

ゴルフ同好会            （坂本会員） 
日 時：４月２７日（木）10：13 スタート 
場 所：私市Ｃ.Ｃ 

 
◇◇◇理事会だより◇◇◇ 

第 13 回臨時理事会 
日 時：4月 26 日(水)11：00～ 
場 所：３Ｆ「飛鳥」出席者 11 名 
議 題：1）4つのテスト石碑の整備に伴う寄付について 

 2）ＡＥＤ講習用ユニット寄贈について 
 
パスト会長会議 
日 時：4月 26 日(水)13：30～ 
場 所：３Ｆ「豊秀」出席者 11 名 
議 題：1）4つのテスト石碑の整備に伴う寄付について 

      2）ＡＥＤ講習用ユニット寄贈について 
 

 

 

石橋 会員 一泊旅行計画急遽中止となり申訳ありませ
ん。日帰りに変更させていただきました。
ご参加お願いします。 

花光 会員 皆様本当に色々 ご指導ありがとうございま
した。 

三浦（俊）会員 花光会員様大変永い間ご苦労様でした。
これからも新天地で頑張ってください。 

篠﨑 会員 花光会員大変お世話になりました。 
谷口 会員 花光様のご栄転を慶んで。 
白井 会員 花光会員、大変お世話になりました。今後

もご活躍下さい。 
坂本 会員 中道会員に大変お世話になりました。 
西口 会員 長期お休みにお詫び申しあげて。 
４/26 結婚・誕生ニコニコBOX累計 1,083,000円 


