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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．ロータリーソング

『 奉仕の理想 』

２．四つのテスト

３．会長挨拶

４．ゲスト・ビジターのご紹介

(1) ゲスト〔米山奨学生〕李 紅艶さん

(2)ビジター なし

５．米山奨学生へ奨学金の支給

６．皆出席顕彰：３カ年 大路 孝之 会員

《 食 事 》

７． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕大路孝之幹事

①京都北東ＲＣ創立３０周年記念例会等につき ま

して案内文書を今週送付しております。 参加希望締切が本日となってお

りますので、返信がまだの方は回覧用紙に記入ください。

②来週は「富山西ＲＣとの合同例会」を富山市に於いて開催いたします。

当日はクールビズでお越し下さい、とのことです。参加される方は時間

・場所の確認をお願いします。

③再来週はホテル日航金沢５階において通常例会を行います。

卓話者は村田祐一会員です。

〔委員会報告等〕

井上正雄副幹事：6/28（木）19時より「金沢茶屋」において会長・幹事

慰労会を開催します。詳細は近くご案内しますので宜しくお願いします

宮永満祐美実行委員長：２０周年の写真が配られているかと思いますが

吉田会員の奥様とお嬢様に撮影班として当日入っていただいて、現像・焼き増しまで全て

してくださいました。本当に有難いことでございます。もしデータを見たい・使いたい方

がありましたら、ＤＶＤを何日間か貸し出すこともできますので事務局へお知らせくださ

い。この場を借りて吉田会員、奥様とお嬢様にお礼を伝えてくださればと思いま

す。有難うございました。

江守道子会員：先週に引き続きアフリカの商品を販売しますので、お帰りの時で

も見ていってください。

例会便り
第 916 回

例会出席率 23/50 46 ％
ホテル日航金沢 5F

表靖子 SAA

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0911 2018.5.31
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８． ニコニコＢＯＸ紹介 ￥6,000- 本年度\465,000- 残高￥4,099,010-

上杉輝子会長：いよいよ武藤年度が始まりますね。武藤会長エレクト・井上副幹事、準

備万全の事と存じますが頑張ってください。

大路孝之幹事：クラブフォーラムよろしくお願いいたします。

武藤清秀会長エレクト：皆さん今晩は。今日のクラブフォーラムよろしく

お願いします。

９． 次年度事業に関するクラブフォーラム 進行：井上正雄副幹事

武藤清秀会長エレクト：

次年度について基本的にはＲＩ会長・地区ガバナーの方針をふまえて活動してい

きたいと考えています。これまでクラブで行ってきたことを礎にして続ける所、

また見直す所などあるかと思います。ガバナー事務局の運営についてはシンプル

＆コンパクトに心掛けるということをあげています。百万石の事務局においても

煩雑な事務が発生しないようにコンパクトな業務になるように我々も心がけてい

きたいと思っております。会員増強については５０名に達しましたが退会される方もいら

っしゃいますので、５０名台の確保はしたいと思います。できるだけ皆さんお誘いいただ

いて仲間を一人でも多く増やしたいという気持ちはあります。

◇例会について、４週目は卓話者を予定しないで、会員で話のある場合やテーマに沿った

話ができればと思います。食事は中華を希望してくじ引きも続けます。４つのテストも４

週目のみ唄で行いたいと考えています。

◇親睦会はこれまで全員で行っていましたが、次年度は小さな規模で約８人ずつでテーマ

を設けて各々の会場で「炉辺会合」という形で行いたいと思います。第１回目は9/6 リー

ダーを江守道子副会長、布施委員長をはじめとするクラブ管理運営委員会を中心に行いま

す。

◇会員増強について、これまでもオープンロータリーに会員候補をご招待していましたが、

普段の例会にもお誘いいただければと思います。毎月２名枠を予定していますので、事務

局を通していただければと思います。

◇広報について、これまで石丸先生にお任せしていたホームページ編集について、皆さん

に関わっていただけるようにとフォーマットをプロの方に依頼して作りたいと思います。

内容に関しては石丸先生に相談していきたいと思います。

またクラブ要覧についても厚みが出てきて一度整理をしないといけない、それから会員の

中で読んでいない方も多くいるようで情報量が多くなると選択することが難しくなること

もあるかと思いますので、いま必要な情報を載せたいと思います。併せてＨＰ掲載だけに

するものもこれから検討していきたいと思います。

◇国際奉仕ではネパールに水タンクを設置する事業を考えています。元米山奨学生のソバ

ナさん等に段取りや管理をお願いしてすすめていこうと思っています。地区補助金のＧＯ

サインがでるのが８月なかば頃かと思いますので今年いっぱい、遅くとも来年の５月まで

には事業を終えるスケジュールでやりたいと思います。

◇全体予算をこれから作成しますので、資料の委員会別予算案についてはこれで確定とい

うわけではありません。当然微調整があるかと思いますのでご了承ください。

クラブ部管理運営委員会 布施美枝子次期委員長：いま武藤会長エレクトのお話の中で次

年度の方針はコンパクトにということの中の一つに「炉辺会合」があると思いますのでこ
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れを楽しみに取り組んでいきたいと思います。皆さんご協力よろしくお願いいたします。

会員組織委員会 表靖子次期委員長：会員増強はとても重いお役目で、皆さんのご協力・

諸先輩方の叡智をいただきましてやっていければと思います。できるだけ若い方に入って

いただく受入れ体制を皆さんで考えていただければ幸いかなと思います。よろしくお願い

いたします。 点 鐘

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

京都北東RC創立30周年記念例会について

２０１８年５月２１日

会 員 各 位 会長エレクト 武藤 清秀 副幹事 井上 正雄

京都北東ＲＣより創立３０周年記念式典・祝宴のご案内が届きました。先月の当クラブ２０周年記念

例会にも１３名の方にご出席いただいておりますので、多くの方にご参加いただきたくご案内申し上げ

ます。 なお、参加される会員の方にはクラブより１万円の助成があります。また、ご宿泊や参加行程

のお手配等は各自にてお願いいたします。

下記にＪＲの発着時間を記載しましたのでご参照ください。

【行きＡ】 金沢駅発 9：54 京都駅着 12：09 サンダーバード16号

【行きＢ】 金沢駅発 10：56 京都駅着 13：09 サンダーバード18号

【帰 り】 京都駅発 21：21 金沢駅着 23：29 サンダーバード47号

地下鉄烏丸線京都駅から国際会館駅まで20分、国際会館駅 4－2出口より徒歩3分

タクシーでは京都駅から平常時30分。（約￥3,500）

参加予定者：武藤清秀 井上正雄 井上純子夫人 上杉輝子 大路孝之 金沂秀 炭谷亮一 谷伊津子

仲島康雲 後出博敏 後出有美夫人 藤間勘菊 水野陽子 （敬称略）

「会長・幹事慰労会並びに新入会員歓迎会」の開催について

1.日 時 ２０１８年６月２８日（木） １９時より

2.場 所 『金沢茶屋 割烹つづみ』 金沢市本町2-17-21（TEL：231-2225）

3.会 費 １万円 ※当日のお支払をお願いします。なお、会費は1.3万円です
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が内3千円は例会費としてクラブより支出します。

※上杉会長・大路幹事・仲島会員・柿木会員・北村会員・大平会員は会費不要です。

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 345回2018.5.31 炭谷 亮一

ＣＯＰ２１パリ協定とエネルギーミックス

石炭火力も捨て難い

昨年１１月に来日したゴア米元副大統領（２００７年に気候変動問題への取り組みでノーベル平和賞

を共同受賞）はインタビューの中で、日本に環境への取り組みの中でどんな役割を期待するかとの問い

に以下のように答えている。

「途上国の石炭火力発電所建設に技術協力及び資金提供を改めるべきだ、最先端の石炭ガス化複合発電

も発電効率は従来より５％アップしただけで大気中に汚染物を出し気候変動を悪化させる点は変わらな

い。」と述べている。

まさに石炭火力は温暖化の第１級犯罪者扱いである。

ゴア氏への反論の形をとって、石炭火力の優位性を論述する。

まず、福島原発事故直前の２０１０年の主要国に占める石炭火力のウェイトを国別にみると、日本が２

７％であるのに対してアメリカ４６％、中国７８％、インド６８％、さらには発電面で再生可能エネル

ギーの使用が進んでいると言われているドイツにおいてさえ、石炭火力のウェイトは４４％に及ぶ。世

界の発電の主力は石炭火力発電なのである。

ここで日本の石炭火力発電は国際的に見て日本は世界のトップクラスの熱効率の実績をあげている。従

って日本方式でのベストプラクティス（最も効率的な発電方式）が諸外国に普及すれば、それだけで世

界のCO₂排出量は大幅に減少することになる。資源エネルギー庁の試算によれば、中国、米国、インドこ

の３ヵ国に日本の石炭火力発電のベストプラクティスを輸出、普及するだけでCO₂排出量の削減量は日本

の一年間の温室効果ガス排出量１４億８００万トンを上回る、１５億２３００万トンも削減できること

になる。地球的規模で見れば、日本の石炭火力技術は地球温暖化防止に「切り札」となることは自明で

あると言える。従って、前述のゴア氏の発言は氏自身の浅学非才故と捉えられても仕方ないだろう。

さて、エネルギー問題を考える上で専門家の間で念頭に置くべきだと長年問われてきたことがある。そ

れは「３つのＥ」すなわちEconomyエコノミー、Energy securityエネルギーセキュリティー、Environme

nt環境である。

石炭に関して、供給源が原油のように地政学的リスクが高い中米地域に集中しておらず、そのうえ日本

の輸入量の約４０％が日本企業によって開発・生産された「自主石炭」で占められている事実を見落と

してはならない。また、質を問題にしなければ石炭は世界中ほとんど均等に存在していると言える。つ

まり石炭は、石油や天然ガスにない経済面やエネルギーセキュリティー面で優位性を有しているもので

ある。地球環境問題をあくまで地球全体としてとらえるならば、地球環境の改善のためには今でも石炭

火力発電は世界の主流を占めており、日本の優れた火力発電技術の輸出は大いに地球環境の改善につな

がり、また日本だけが石炭火力発電を縮小しても、国際的な石炭火力依存が変わらない限り地球環境問

題の本質的解決策とはならない。

ゴア氏にも私の主張がご理解いただけると幸いである。

今日さらにCO₂排出量を激減させるべき長期的取り組み研究が行われている。それは石炭火力ゼロ・エミ

ッション化への挑戦である。論述するとゼロ・エミッション化につながるＩＧＣＣ（石炭ガス化複合発

電）、ＣＣＳ（二酸化炭素回収・貯留）などの実用化がそれである。

上記の技術を発展させれば、さらに熱効率が上昇し、今まで高品位石炭のみ使用していたが国内産のよ

うな低品位炭とも相性が良く、経済面でも大いにメリットが出てくる。更にさらに、酸素吹きＩＧＣＣ

の場合には生成ガスの主成分が有用な一酸化炭素や水素であることから化学工業への展開や水素燃用へ

の転用も有望視されている。

最後に、経済産業省とＮＥＣは石炭火力発電所から出る二酸化炭素で海藻を育てる技術の実用化に乗り

出す。ＩＣＴ（情報通信）技術を活用して効率よく培養しバイオ燃料などの原料にする。

他にＩＨＩやＪパワーなどがCO₂回収技術を研究する。石炭火力発電所のボイラーから出るガスが含むCO
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₂を化学反応などで分離回収する。経産省などは培養した海藻の利

用方法としてバイオ燃料の生産を検討している。海藻の一部は光合

成の際に燃料に使えるオイルを内部にためる。石炭火力発電のCO₂

からバイオ燃料を作り、化石燃料の使用を大幅に節約できれば、社

会全体でCO₂の排出量を大いに減らせる可能性がでてきて一石三鳥

の効果が見込める。このような効果はゴア氏の想像の外であろう。

ーーーーーーーーーー-ーーーー

クラブ例会予定
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
6/28 会長・幹事慰労会＆新入

会員歓迎会
：金沢茶屋 割烹つづみ

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

親睦：◎井上正雄 大沼俊昭 北山吉明衣川昭浩木下眞知子 相良光貞柴田未来助田忠弘竹田敬一郎 道端勝太

武藤清秀 村上咏実子 森眞一郎 山崎正美 例会：（プログラム/出席）◎東海林也令子 井口千夏 上田喜之

衣川昭浩 若狭豊 SAA ◎表靖子 上田喜之 衣川昭浩 木下眞知子 布施美枝子 村上咏実子

ニコニコ ◎布施美枝子 小浦勇一 村上咏実子 矢来正和 友好・クラブ細則 ・細則 CLP検討 ◎江守 巧

炭谷亮一 後出博敏

・富山西 R Cとの交流◎岩倉舟伊智 谷伊津子 藤間勘菊 水野陽子 ・金沢北 R Cとの交流 ◎藤間勘菊

杵屋喜三以満 金沂秀 ・その他友好クラブ ◎石丸幹夫 魏 賢任 藤間勘菊 宮永満祐美 村田祐一

直前委員長: 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

職業奉仕 ◎村田祐一 永原源八郎 水野陽子 宮永満祐美 社会奉仕（新世代・青少年含む） ◎永原源八郎

浦田哲郎 杵屋喜三以満 辰巳クミ 谷伊津子 野村礼子 水野陽子 国際奉仕 ・世界社会奉仕(Ｒ財団)◎炭谷亮一
井上正雄 岩倉舟伊智 金 沂秀 柴田未来 西村邦雄 ・書損じはがきｷｬﾝﾍﾟｰﾝ◎江守道子 大沼俊昭 相良光貞

竹田敬一郎 野城勲 後出博敏 山崎正美 ・米山奨学会◎藤間勘菊 表靖子 土田初子

青少年奉仕（国際青少年交換 日韓など） ◎井上正雄 江守巧 魏賢任 金沂秀 道端勝太 宮永満祐美 吉田昭生

＊直前委員長:川きみよ
会員組織委員長： 魏 賢任 副： 金 沂秀 会員増強：◎金沂秀 井口千夏 表靖子 北山吉明

高田重男 道端勝太 修練（ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ）◎北山吉明 石丸幹夫 魏 賢任 西村邦雄 藤間勘菊 宮永満祐美 村田祐一

吉田昭生 若狭豊 直前委員長 金沂秀

広報委員会委員長： 矢来正和 副：上田喜之

広報:◎上田喜之 助田忠弘 西村邦雄 ロータリー情報： ◎ 矢来正和 表靖子 土田初子

会報・ホームページ： ◎石丸幹夫 上田喜之 江守道子 野城勲 野村礼子 直前委員長 矢来正和

【２０周年実行委員会】会長 上杉輝子 実行委員長（理事） 宮永満祐美

顧問(相談役) 炭谷亮一 石丸幹夫 岩倉舟伊智 北山吉明 会 計 西村邦雄 委 員 金 沂秀 村田祐一

藤間勘菊 魏 賢任 井口千夏 東海林也令子 布施美枝子 井上正雄 上田喜之 衣川昭浩

事務局長 大路孝之

長期姉妹クラブ担当 韓国南光州：金 石丸 岩倉 江守巧 東京世田谷中央：炭谷 岩倉 石丸 藤間

京都北東：炭谷 杵屋 水野 高崎：石丸 村田 金 藤間 宮永

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（地区委員）①地区研修リーダー 諮問委員会委員 国際奉仕部門カウンセラー炭谷 亮一②会員拡大増強委員会委員 魏賢任

③Ｒ米山記念奨学会委員会委員 大路 孝之

例会場 ホテル日航金沢 5F〒 920-0853金沢市本町 2-15-1 T076-234-11111 例会日時 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 15:00～ 20:00 休日（土日祝日)
事務局員 西村有里 幹事 大路孝之


