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空 気 調 和
　気象庁によると世界の年平均気温は様々な変動を繰
り返しながら１００年あたり０．７４℃の割合で上昇して
います。特に１９９０年代半ば以降、高温となる年が多
く、２０１９年の世界の平均気温は１８９１年の統計開始
以降２番目に高い値となりました。　
　日常生活で欠かせなくなったエアコン（Ａｉｒ　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｅｒ）
の「空気調和」とは、対象とする空間の温度・湿度・
清浄度・気流を要求される値に合うように同時に制御
するプロセスです。　
　シンガポール建国の父で元首相のリー・クアンユー
は、エアコンを「２０世紀最大の発明」と称賛しまし
た。１９８０年前半まで単純労働中心だった産業構造を
知的労働中心へと転換し、東南アジアのハブとしての
地位を確立するのにエアコンが生産性向上に大きく貢
献したことを認識していたからでしょう。　
　空調設備とよべるものが世にでてから１２０年、日本
のオフィスビルに業務用として導入されてから１００
年、広く一般家庭に普及し始めてからまだ５０年ほど
です。では、冷房が発明される以前の人々はどのよう
にして夏の暑さをしのいでいたのでしょうか。　
　古代エジプトでは、紀元前２５世紀のフレスコ画に
素焼きの壺に水をいれてこれを奴隷が大きな団扇で扇
いでいる絵が残されています。多孔質の壺の表面から
浸出する水の蒸発により壺内の水を冷却する蒸発冷却
法をとっていたのです。液体が気体になる際に気化熱
を奪う原理は近代の冷凍・空調設備でも同じです。
　日本では「日本書紀」に自然の氷を貯蔵しておき夏
期に利用したという記録が残っています。鎌倉時代の

① 四つのテスト唱和　　② ロータリーソング（それでこそロータリー）

③会長あいさつ　　④ 会務報告　　⑤ 出席報告　　⑥ニコニコＢＯＸ披露

本日の主要
プログラム

会員卓話「マネープランのススメ」
志満津　幸彦　会員

歌人　吉田兼好は「徒然草」で“家の作りやうは、夏
をむねとすべし。冬はいかなる所にも住まる。暑き比
わろき住居は、堪へがたき事なり”という一節を残し
ています。季節に関係なく人工的に冷熱を作り出す事
は人類の夢でした。　
　近代空調設備は１９０２年に米国の技術者ウィリス・
キャリアによって発明されます。ＲＩの機関誌「The 
Rotarian」（１９３３年５月号）に「空気調和の父」として
紹介されています。当時、ニューヨーク州ブルックリ
ンにある印刷工場では部屋の暑さと湿度の変化で紙が
伸び縮みしてカラー印刷がうまくできないという問題
が起きていました。当時の印刷機は１色ずつしか印刷
できなかったために何度も用紙を印刷機に投入する
必要がありましたが、湿気の影響でわずかなズレが
生じてしまったのです。そこで、室内を冷却し相対湿
度を一定にする必要性から近代空調が生まれました。
　日本では、１９０７年に水の循環噴霧で空気を冷やす
冷房装置が紡績工場に初めて導入されました。１９２３
年に日本興業銀行本店に井水を使った冷房が導入され
たのが日本初の事務所ビルへの導入例です。１９６４年
の東京オリンピックの数年前から冷・暖両用の住宅用
エアコンが市場に出ますが、普及率が５０％を超える
のはそれから２０年後です。　
　現在、空調は住環境やオフィスの快適性だけでな
く、様々な産業のプロセス、先進医療、食品の貯蔵・
物流、ビッグデータを扱うデータセンターなどで必要
不可欠な存在になっています。

会長挨拶 川　畑　宏　二



マネープランのススメ

　今年の６月に鹿児島西ロータリークラブの会員とな
りましたみずほ銀行鹿児島支店の志満津と申しま
す。若輩者ですが以後お見知りおきください。
　昨年２，０００万円問題が話題になりました。「老夫婦
世帯は毎月５.５万円の赤字なので、３０年で約２，０００万
円足りなくなる」というのが金融庁の説明です。財務
省が火消しに走ったことで最近はあまり耳にしなく
なりましたが、本当に２，０００万円足りなくなるので
しょうか。
　足りるのか足りないのかは個人によって違います。
自分は足りるのか足りないのかしっかり把握しておく
ことが重要です。
　それではどうすれば解るのでしょうか。簡単なこと
ですが現在の金融資産、将来の収入、将来の支出を把
握すれば良いのです。しかし、いくら足りないのか、
いくら余るのかを把握することだけではなく、その結
果を踏まえて対策を立てることが重要です。
　これから主な手順を説明させて頂きます。ご自身で
考えるだけではなく、ご家族とも相談してみましょ
う。顧問税理士の先生やメインバンクに相談するのも
良いでしょう。
　みなさまの明るい未来を作る一助になればと思い
ます。

１．現状の把握
（１）現在の金融資産はいくらあるか
（２）何歳まで生きるか（平均寿命、平均余命、１００歳など）
２．収入の把握
（１）退職するまでの給与収入
（２）退職金
（３）年金
（４）不動産賃料などその他の収入
３．支出の把握
（１）生活費
（２）医療費用・介護費用
（３）住宅リフォーム・建替え
（４）趣味
（５）お子さま、お孫さまへの援助
（６）相続時費用
４．過不足金の把握と対策
（１）１．＋２．－３．の金額を把握しましょう。
（２）不足している人はお金を増やすこと、支出を見
　　　直すことが必要です。
（３）ギリギリ足りている人は、長生きするリスクを
　　　踏まえてお金を増やすこと、支出を見直すこと
　　　が必要です。
（４）十分足りている人は、資産を減らすことを検討
　　　してみましょう。

会員卓話 会員　志満津　幸彦



【お知らせ】
第５００回記念学習会（８月８日開催）における三木明　直前ＲⅠ理事の記念講演の
動画とプレゼン資料は以下より閲覧できます。

（＊パスワードは事務局に確認してください）

①

②

③ 鹿児島市内Ｇフォルダー

⑤
プレゼン資料（PDF）

動画（MP4）

④ 鹿児島西ＲＣフォルダー

ＺＯＯＭダウンロード



　渡邊俊夫先生、ご多忙の中、卓話をお引き受け下さり
有難うございました。本日の卓話を楽しみにしております。

　５００回記念学習会の開催に会員の皆様のご理解とご
協力をいただき有難うございました。
　クラブ研修委員会一同

　高三の息子達も代替大会で負けて、進学・就職へ向
けて動き出します。コロナ禍の中で野球が出来た幸せ
を感謝の気持ちをもって成長していくことを期待してニ
コニコします。

お昼の例会

お昼の例会

お昼の例会

会員卓話
石岡美奈子会員

会員卓話

地区補助金事業計画

〈プログラム〉
ゲスト卓話
　鹿児島大学　学術研究院　理工学域　
　准教授　渡邊　俊夫　様
　　「モバイル通信進化論　－５Ｇ元年における展望」

〈会務報告〉
１．理事会報告
　・例会日の変更
　　９月４日（金）の例会を、９月２日（水）に変更する。

９月４日に予定していたファイヤーサイドミーティ
ングを延期し、９月２日（水）は１２時３０分から山
形屋７階社交室において、例会を開催する。

 
　・熊本県豪雨災害の義援金について
　　２７２０地区から２７３０地区にお願いがあった豪災害
　　義援金を、当クラブも提供する。
 
　・観月会の開催について
　　９月３０日（水）予定の観月会を開催するか否かに
　　ついては、９月９日（水）開催の理事会で審議する。

濵  嵜　和  久 君

前回の例会記録 （ 8月1 9日分）

日 本 の ロ ー タ リ ー 歴 史

日本のロータリーの誕生
（Birth of Rotary in Japan）

　三井銀行の重役であった米山梅吉は1918年１月財政
調査団の一員として渡米し、ダラス・クラブ会員の福島
喜三次に会い、初めてロータリーの話しを聞き大いに感動
し、帰国後２年余りロータリー精神と組織の研究に努める。 
　無地区時代：1920年１月、福島喜三次はダラス・クラ
ブから結成の要請を受け、シカゴの本部からも依頼され
て帰国。在日米人ウイリアム・ジョンストンの応援を得
て、９月１日設立準備会を開き、創立総会は10月20
日、創立会員28名、会長米山梅吉、幹事福島喜三次、翌
1921年４月１日登録番号855で加盟承認。 
　正式地区時代：1928年、日本・満州・朝鮮・樺太・
千島・台湾で第70地区が設定。クラブ数は日本６、朝鮮
１で初代地区ガバナーに米山梅吉が就任した。第二次世
界大戦のため1940年９月４日ＲⅠ脱退。戦後1949年
３～５月にＲⅠ復帰。

大  山　康  成 君

%
訂正出席数 名

%

出 席 率

訂正出席率

51 . 6 1
4 4

70 . 9 7

■8月5日例会の報告
名

出 席 数 名
%

会 員 数

出 席 率

　67（61）
33

54 . 1 0
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小計 5,000 円　 累計 115,000 円
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９月１日（火）

９月２日（水）

９月２日（水）

９月１４日（月）

９月４日（金）

サザンウインド
ＲＣ
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サンロイヤル

ゆうづき

東急REI
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アートホテル
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山形屋
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サンロイヤル

８月２７日（木）

８月２７日（木）

８月２７日（木）

８月２８日（金）

８月３１日（月）

９月　１日（火）

ゲスト卓話

入会式・Ｚｏｏｍについて

会員卓話

クラブフォーラム
（ロータリーの友、ロータリー財団）

チャーターメンバー
自己紹介（５名）
現時点での各委員会の
役割確認

https://www.rotary.org/https://www.rotary.org/
https://www.rotary.or.jp/https://www.rotary.or.jp/
https://www.2730rc.jp/https://www.2730rc.jp/

ＥメーＥメールル・アアドドレス　info@kagoshima-w-rc.jpレス　info@kagoshima-w-rc.jpレス　info@kagoshima-w-rc.jpレス　info@kagoshima-w-rc.jp
ホームページ・アドレス　http://www.kagoshima-w-rc.jp//www.kagoshima-w-rc.jp/

ＲＩのホームページアドレス
日本のホームページアドレス
第２７３０地区ホームページアドレス

鹿児島西ＲＣ

川  畑　宏  二 君、菊 永　昭二郎 君

市内ＲＣ例会プログラム

次 回
予 告

9月2日（水）１2：３０～　山形屋

ゲスト卓話「前向きに生きる」
走る冒険家　岩元　みさ 様

●日　時：９月１０日（木）１２：３０～１４：００
●会　場：山形屋　ぐるめ館２Ｆ
●会　費：１,５００円
●プログラム：会員卓話（日置　会員）

※ご出席される方は９月７日（月）までに事務局
　へお申し込みください。

鹿児島西プロバスクラブ
例会のご案内


