
- 1 -

2018年5月のロータリーレートは１ドル＝108円

金沢百万石

2017-18年度 RI 会長テーマ

「ロータリー：変化をもたらす」

「ROTARY：MAKING A DIFFERENCE」

イアンH.S.ライズリー

Sandringhamロータリークラブ所属

オーストラリア（ビクトリア州） 下口幸雄

2017-18年度2610年度ガバナー

クラブのカラーを出そう

点 鐘

１．国 歌 『 君が代 』

２．ロータリーソング

『 奉仕の理想 』

３．四つのテスト

４．上杉輝子会長挨拶:

先日の２０周年記念事業には本当に皆様ご協力いただきまして有難うございます。他クラ

ブの方からお褒めの言葉もいただき、大成功だったとつくづく皆様に感謝しております。

一つ一つ足跡が金沢百万石ＲＣの歴史の中に刻まれていく周年の年に会長をさせていただ

いたことは私の生涯の中で思い出に残る１ページになりましたので心から有難うございま

した。

５．ゲスト・ビジターのご紹介

(1)ゲスト

〔卓話者〕金沢工業大学 産学連携室教授 大砂 雅子 様

(2)ビジター なし

６． 今月の誕生者の紹介

３日 岩倉 舟伊智 会員

１６日 布施 美枝子 会員

２２日 相良 光貞 会員

２２日 吉田 昭生 会員

《 食 事 》

７． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕 大路孝之幹事

①来週、理事役員会を行います。今年度と次年度の理事役員の方はご出席を

よろしくお願いいたします。

②5/31富山西ＲＣとの合同例会が行われます。ご出席の方は登録料７千円を

事前に百万石の事務局へお支払ください。

例会便り
第 914 回

5/10 例会出席率 24/50 48％
ホテル日航金沢 5F

表靖子 SAA

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0909 2018.5.17

．
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③20周年に関する立替払等された方がありましたら、至急事務局へ請求をお願いします。

〔委員会報告等〕

会報委員長 石丸幹夫会員：２０周年の式典には私を表彰していただき有難うござ

います。第１回からの会報とホームページを作って参りまして、それに対して皆様

から『感謝状』と『昇り龍の置物』をいただきました。会報にも出ています。有難

うございました。

８． ニコニコＢＯＸ紹介 \24,000- 本年度\453,000- 残高\4,087,010-

福間博様より4/20南光州ＲＣ歓迎会にてご寄付を頂戴しました。

上杉輝子会長：２０周年記念事業が滞りなく無事終える事が出来、皆様の御協力のお陰と

心より感謝しております。ありがとうございました。大砂先生ようこそおいで下さいまし

た。宜しくお願い申し上げます。

大路孝之幹事：皆様２０周年お疲れさまでした。大砂先生、本日の卓話よろしくお願いい

たします。

石丸幹夫会員：２０周年記念例会には私の２０年間に継続して作成しましたクラブ会報

（週報）とホームページに対して、立派な記念の「昇り龍」をいただきありがとうござい

ました。

江守巧会員・道子会員：皆様先日の２０周年記念事業に際し御苦労様でした。大砂先生、

本日の卓話楽しみにしております。

土田初子会員：２０周年記念 お疲れ様でした。大成功でしたね。良かったです。

宮永満祐美会員：先日の２０周年記念事業では本当におつかれ様でした。ありがとうござ

いました。他のクラブの方々からおほめの言葉をいただいています。本日は出張で欠席し

ます。まずはお礼と思いニコニコします。

９． 卓 話

「 金沢から”カッコいい女性”を発信する 」

大砂 雅子（おおすな まさこ）氏

紹介者：江守道子会員

ご存知の方も多いかと思いますが金沢工業大学では社会で活躍され色んなお仕事をされた

方が教授になってらっしゃって、そのため学生の教育に反映されて就職率は日本でトップ

クラスでまたその評価も得ています。それには大学の先生方の努力があったと思うのです

が、大砂先生もそのお一人です。

【学 歴】

金沢泉丘高等学校卒業

1979年 早稲田大学 第一文学部西洋史学科卒業

2005年 早稲田大学大学院 公共経営研究科修士課程修了

【職 歴】

1979年 日本貿易振興会（ＪＥＴＲＯ：現日本貿易振興機構）入会

2000年 同 シンガポールセンター次長

2009年 ジェトロ・アジア経済研究所 国際交流・研修室長

2011年3月 ジェトロ・ソウル事務所所長

2014年2月 金沢工業大学情報フロンティア学部経営情報学科 教授

2015年6月 ㈱北國銀行 社外取締役 就任（現任）

2015年7 月 石川県海外戦略連携調整会議専門委員就任

2015年8月石川県新たないしかわの食と農業・農村ビジョン策定検討会議委員就任

2016年4月 金沢工業大学 国際交流センター副所長 就任

同 大学 ベトナム連携事業実施委員長 就任（現任）
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2017年4月 同 大学 研究支援機構 産学連携室 教授（現任）

2018年3月 金沢市 第4次産業革命における高付加価値型産業創出 検討会委員 （現任）

2017年10月 金沢カッコいい女子の会（ＫＫＪ）設立 代表就任

【卓話概要】

～金沢 カッコいい女子の会（ＫＫＪ）設立について～

現在日本では、働き方改革、女性活

躍、人づくり革命、地域創生など、社

会の在り方等の改革が叫ばれていま

す。その反面、女性たちは、「結婚」

「子育て」「介護」「管理職」の新４

Ｋともいえる重圧に直面しています。

女性として、社会人としてこのような日本の現状をチャンスと捉え、この

プロジェクト活動、勉強会を通し

て、一人一人が豊かで幸せな人生づくりのために大き

な夢を持って果敢にチャレンジできる地域社会の形成

と、教育と企業の環境づくりの支援に取り組んで参り

ます。しなやかに「カッコよく」生きることを、伝統

と新しさの融合するここ金沢で共に考え、「カッコよ

く」生きるとは何かを、発信します。

１０．質疑応答

１１．謝辞・謝礼 点 鐘

ーーーーーーーーーーー-会員随筆ーーーーーーーーー

パストガバナーからの手紙 343回2018.5.17 炭谷 亮一

ＣＯＰ２１パリ協定とエネルギーミックス

序論

１９９２年に署名された気候変動枠組条約から２３年が経過し、その間地球温暖化問題に対する国際

的な枠組みも進化を遂げてきた。

１９９７年に策定された京都議定書は、気候変動枠組条約の下での初めての法的拘束力を有する枠組み

であったが、「共通だが差異のある責任」と言う枠組み条約の原則に従い、先進国のみに削減目標を義

務付ける片務的なものであった。

この結果、米国の離脱を招き、中国などの新興国の温室効果ガス排出量の急増もあいまって地球温暖化

防止にはほとんど役に立たないものとなった。

この反省に立って、京都議定書第１約束期間（２００８～２０１２年）終了後、２０２０年までの枠組

みとしてカンクン合意が２０１０年に成立した。これは、先進国及び途上国が温室効果ガス削減・抑制

目標を策定する初めての全員参加型の枠組みであるが、その位置づけはＣＯＰ決定であり法的枠組みと

は言えなかった。

２０１５年１１～１２月にパリで開催されたＣＯＰ２１でパリ協定の成立により、ようやく全員参加型

の法的拘束力ある枠組みが実現したことになった。先進国と途上国が共に参加するパリ協定の成立は歴

史的な第一歩と言える。

しかし、パリ協定の成立をもって地球温暖化交渉が妥結したわけではない。パリ協定を実際に動かすた

めに、多くの具体的手続きを決めなければならない。パリ協定では各国が持ち寄った「自国が決定する

貢献」をどのように報告、レビュー、改定していくかというプロセスが最大の焦点となった。さらに今

後の地球温暖化対策の焦点は国際交渉から国内対策への移行が必然となった。

２０１７年１１月１８日までドイツのボンでＣＯＰ２３が開かれ「カーボンプライシング」に議論が集

中した。つまり二酸化炭素（CO₂）など温暖化ガスの排出に価格をつけ企業などが排出量に応じて負担
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する制度で、排出量が多ければ負担が増えるため、排出を抑える経済的なインセンティブが働き、企業

などが排出を減らす努力をする。手段には化石燃料の使用に応じて課税する炭素税、企業などに排出で

きる枠を決めてその過不足分を売買する排出量取引制度などがある。

しかし、日本の動きは鈍い。２０１２年に「地球温暖化対策税」と呼ぶ炭素税を導入し、CO₂排出量１ト

ンあたり２８９円としたが、スウェーデンの１万６０００円と比較して大幅に安い設定である。日本経

済研究センターの試算では、化石燃料価格が実質横ばいなら、２０５０年にCO₂を７０％減らすには最低

１２兆円程度の炭素税が必要と言う。しかし経済界は「炭素税拡大や排出量取引導入に反対する」と明

言した。しかしある企業のトップは「乗り遅れると世界企業などとの取引の機会が失われる、商機を逃

す」と語っている。事実アップルなどの世界企業は取引先に温暖化対策を求め、対応がなければ取引を

打ち切るとの観測もある。さらにはアメリカのニューヨーク市では年金運用の株の中の化石燃料関連の

企業の株の売却を表明した。

実は「パリ協定」で地球の平均気温を産業革命以前に比べ２度未満に「十分低く」抑えることを誓った。

そしてパリ協定は実質的に大気からCO₂を取り除く方法が発見されることを前提にしている。現実的に気

温上昇を２度未満にとどめるほど大気中の温暖化ガスを減らすには排出量だけでは追いつかないからだ。

大気中のCO₂の排出（除去）に関する公式な議論が始まらない限り、気候変動の弊害を抑えるというパリ

協定が順守出来ないことは確実と言える。CO₂の大気中からの排出（除去）については後章で述べること

とする。次にエネルギーミックスについてだが、以下の表は経年的に見たエネルギーミックスである。

単位：％

2010年 火力発電61 再生10 原子力29

2013年 火力発電87 再生12 1

2015年 火力発電81 再生17 2

2030年 火力発電56 再生22～24 原子力20～22

経済産業省エネルギー基本計画 ２０１５．７

新たなエネルギー基本計画案のポイント

○ 将来の原発新増設、建て替えの必要性を明記検討

○ 原子力、地熱、石炭は「重要なベースロード電源」

○ 再生可能エネルギー導入を加速

○ パリ協定踏まえ温暖化ガス削減に注力

○ 核燃料サイクルは引き続き推進

日本はパリ協定において２０１３年比CO₂排出量を２０３０年までに２６％削減すると約束した。

２０１８年は世界的な地球温暖化対策の節目の年になる。日本では国際枠組み「パリ協定」が求める２

０５０年までの長期戦略づくりが本格化する。国際的には年末にポーランドでＣＯＰ２４が開かれパリ

協定の詳細なルールを決める。日本が存在感を示せるか問われる年となる。パリ協定では課題が山積み

している。協定は現在のところ大まかな目標と方針を示しただけで、各国のCO₂排出削減目標をどう確認

するか、途上国への資金援助をどうするかなど論点は多い。さらには米国が協定離脱を決めているが、

カリフォルニア州はじめ７州が独自で取り組むと宣言しており、米国の復帰も視野に入って来ており未

来は明るいとも言える。
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2018-19年度 理事

武藤 清秀（会長） 大路 孝之（会長ｴﾚｸﾄ） 江守 道子（副会長）

井上 正雄（幹事） 東海林也令子（副幹事） 西村 邦雄（会計）

助田 忠弘（ＳＡＡ） 上杉 輝子（直前会長）

布施 美枝子（ｸﾗﾌﾞ管理運営委員長） 野村 礼子（奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長）

表 靖子（会員組織委員長）

上田 喜之（広報委員長）

常任理事：石丸幹夫 吉田昭生

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：炭谷亮一 岩倉舟伊智 敬称略

会員消息

東海林也令子会員より：愚息 東海林 毅の短編映画

作品(2本)の上映会が金沢で開催されます。音楽を

担当してくださった 小島ケイタニーラブさんの素

敵なライブもあるそうです。親バカですがご案内さ

せていただきます。5月9日の北陸中日新聞より。

庭の花２題 石丸幹夫

紫蘭 芍薬

次年度に関する次年度に関する『クラブフォーラム』を開

催いたします。多くの会員のご出席をお願いいたします。ま

た次年度委員会の事業計画等について、各委員長よりご報告

いただく予定です。 副幹事 井上正雄

１．日 時 ５月２４日（木）・例会 19:00～

２．場 所 ホテル日航金沢 ５Ｆ「オーキッド」

３．議 題 (1) 委員会別事業計画と予算について

(2) 次年度年間行事予定について

(3) その他

クラブ例会予定
5/17 スンダリ ミカ氏卓話

【新旧理事役員会】
5/24 クラブフォーラム
5/31 富山西ＲＣとの合同例会

於：富山市
6/7 村田 祐一会員卓話
6/14 鶴賀 雄子氏卓話

【新旧理事役員会】
6/21 越田 理恵氏卓話

2017～ 18 役員・理事・委員会

(役員）会長：上杉輝子 ｴﾚｸﾄ：武藤清秀 副会長：藤間勘菊 副会長：北山吉明 幹事：大路孝之

副幹事：井上正雄 会計：西村邦雄 SAA会場監督：表靖子 直前会長：若狭豊

（理事）クラブ管理運営委員長井口千夏 奉仕プロジェクト委員長井上正雄 会員組織委員長 魏賢任

広報委員長矢来正和 20周年実行委員長宮永満祐美 常任理事： 石丸幹夫 吉田昭生

理事会オブザーバー・アドバイザー：パストガバナー 炭谷亮一 地区パスト幹事 岩倉舟伊智

（監査) 後出博敏

(委員会)
クラブ管理運営委員長： 井口千夏 副： 東海林也令子

奉仕プロジェクト委員長： 井上 正雄 副： 衣川 昭浩

会員組織委員長： 魏 賢任 副： 金 沂秀

広報委員会委員長： 矢来正和 副：上田喜之

例会場 ホテル日航金沢5F〒920-0853金沢市本町2-15-1 T076-234-11111 木曜日19：00
事務室 ライブ１ビル2F〒920-0852金沢市此花町3-2 T076-262-2211 F076-262-2241

E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL http://100rc.jp/
事務局執務時間 月火水金9：00～15：00休憩時間12：00～13：00 木17:00～20:00 休日（土日祝日)

事務局員 西村有里 幹事 大路孝之


