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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

場所：富山県美術館（富山市木場町3

-20 TEL 076-431-2711）

キュイジーヌフランセーズ ラ・シ

ャンス（富山市木場町16-1

TEL 076-445-1200）

例会便り
第 917回

例会出席率 11/50 22 ％
5/31 富山西・金沢百万石合同
富山県美術館ほか

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0912 2018.6.7

．
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〔参加者〕

上杉輝子 大路孝之 岩倉舟伊智 浦田哲郎 柿木健雄 北村信一 助田忠弘

炭谷亮一 谷伊津子 仲島康雲 吉田昭生 （敬称略）

夜景とクラシックに感激

～合同例会・懇親会で金沢百万石RCと交流～

５月３１日、富山市の環水公園にあるフレンチの名店「ラ・シャンス」に、金沢百万石ロー

タリークラブの皆様をお迎えして合同例会と懇親会を開催しました。会では、柞山学会長の

歓迎のあいさつに続き、百万石クラブの上杉輝子会長のご発声で乾杯し宴がスタートしまし

た。この日のメニューは「フレンチの鉄人」坂井宏行シェフ監修のコース料理とワインです。

前菜からデザートまで上品な食事を味わいながら、大いに交流を深めました。アトラクショ

ンは、富山の女性４人によるボーカルユニット「ソレイユ」のミニコンサート、開宴直後は

激しい雨でかすんでいた運河と環水公園の夜景がくっきりと浮かびあがり、「You Raise Me U

p」はじめソレイユが奏でるクラッシックが会場に響きわたるとため息がもれていました。
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そして、この後、シナリオにはなかったサプライズが… 「お礼に歌います」と百万石ロー

タリークラブの谷 伊津子様が「この道」を歌ってくださったのです。交流会のエンディング

を飾る素晴らしい歌声に皆聞き入っていました。

今回の交流会では、例会前に富山県美術館も見学しました。美術鑑賞にはじまり、上品なフ

レンチと夜景、そして歌の共演と、運営にあたった私たちクラブ運営委員一同も満足ゆく懇

親会でした。みなさまのご協力に重ねて感謝申し上げます。

富山西ロータリークラブ運営委員会 副委員長 服部寿人

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）

南光州RC第48周年記念および会長就任式への招聘状

남광주로타리클럽 가입인준 제 주년 기념식 및 회장 임원 이 취임식RI 48 ∙

일시 년 월 일 월∙ : 2018 6 25 ( ) 18:30 2018年6月25日（月）18:30

장소 데일리 컨밴션 층 비스타홀 광주 서구 상무대로∙ : 3 ( 687 ☎ 062-371-3500 )

場所 デイルリ コンベンション ３階 ビスタホール 光州西区サンム大路687

요청사항 년도 회장님 축사 부 프로필 사진포함∙ : 1.2018-19 1 , ( )

2018-19会長祝辞（写真添付）

참석자 명단2. 参加者名簿

기한 년 월 일 금∙ : 2018 6 15 ( ) 期日 2018.6．15
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메일주소∙ E : nam-gwangju@hanmail.net

첨부 초청장 부※ 1 .

「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 346回2018.6.7 炭谷 亮一

ＣＯＰ２１パリ協定とエネルギーミックス

地熱発電の現状と未来

地熱発電の先進国はアイスランドである。なんと地熱発電は同国の総発電量の２０％を賄っているこ

とになる。

日本では１９６０年代から稼働しており、しかし開発に膨大な時間と費用がかかり、１カ所あたりの出

力は数万キロワットと小さく、原発の１基１００万キロワットなどの方に政府の目は向き、１９９７年

には新エネルギー法の対象から外されてしまった。しかし、福島の原発事故により再生エネルギーとし

てベースロード電源として２０１２年に再生エネルギーの固定価格買い取り制度では、地熱も対象とな

り環境調査が不要な７５００キロワット以下の発電所が相次いで建設されている。ところで、日本は地

熱発電という極めて安定した再製可能エネルギーの適地でもある（アメリカ、インドネシアに次いで世

界３位の資源量を誇る）、しかし消費電力に占める地熱発電の割合はわずか０．３％にすぎず、原発の

再稼働が滞る中、政府はこの割合を２０３０年までに３倍の１％引き上げるべく１８年度から埋蔵調査

のてこ入れに動く。石油危機などのエネルギー問題を解決する手段として「眠れる宝」を大いに利用す

べき機会が訪れたと言える。

地熱発電は地熱で熱せられた蒸気を使う。いわば地球をボイラーとした発電で、太陽光や風力と違って

天候に左右されない。一定期間でどの位発電設備が働いたかを示す設備利用率（８３％）は、太陽光

（１２％）、風力（２０％）よりずっと高く事業化すれば半永久的にエネルギー供給が出来る理想的な

資源だ、しかもベースロード電源となりうる。そのうえ地熱発電用のタービンで東芝、三菱重工、富士

電機等の日本企業が７割の世界シェアーを占めるのに、肝心の発電事業では日本は遅れている。

この問題に焦点を当てることにする。

開発が進まない理由の１つは、発電までに時間がかかるため、つまり広い国土から重力探査装置などを

使って適地を探り当てるのはまさに宝探しで、掘削や環境調査などの事業化に平均１４年かかる。太陽

光１年、風力８年に比べると大変な長さである。

宝が眠っていそうな場所の８割は国立・国定公園に指定され、原則掘削や新たな建物の建設が出来ない。

候補地の多くは温泉地に近く、地元の反対が強いこともある。経済産業省は１８年度に指針を改定し、

環境アセスメントに関して期間を半分の２年程度に短縮できる制度に簡略化し、さらには調査地点を今

までの２倍に増やし、地熱発電が出来そうな地域の候補地を積極的に示す方針だ。これらの施策と掘削

技術の進化を踏まえると、事業化の期間を１４年から１０年に短縮できる。さらに政府は国立公園内の

開発については「特別保護地区」を除き規制を緩和し、全資源量の７割程を開発出来るようにしている。

メディアでは地熱発電は遅々として進んでいないと政府を攻撃する論調が多く見られるが、地元旅館業

者らが湯量への影響が出るなどとして、全国各地で地熱発電所建設の反対運動は盛んだ。個人の自由を

天下国家、全国民のために制限すべき問題なのかもしれない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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クラブ例会予定

6/7 村田 祐一会員卓話 ５Ｆ「松の間」
6/14 鶴賀 雄子氏卓話 ３Ｆ「孔雀の間」

新旧理事役員会 ５Ｆ「松の間」
6/21 越田 理恵氏卓話 ３Ｆ「ルミエール」
6/28 会長・幹事慰労会＆新入会員歓迎会

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 17:00～ 20:00 休日（土日祝日)
事務局員 西村有里 幹事 大路孝之


