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2018年７月のロータリーレートは１ドル＝110円

金沢百万石

2018-19年度RI 会長

バリー・ラシン氏

East Nassauロータリークラブ

バハマ（ニュープロビデンス島）

2018-19年度ガバナー

若林啓介氏（富山RC）

「会長幹事慰労会・新入会員歓迎会」

１．武藤清秀会長エレクトご挨拶

２．上杉会長・大路幹事ご挨拶

３．新会員ご紹介

・仲島 康雲会員 2017.12.1入会

・柿木 健雄会員 2018.3.1入会

・北村 信一会員 2018.3.1入会 武藤清秀次期会長

・大平 政樹会員 2018.4.1入会(都合つかずご欠席)

上杉輝子会長 大路孝之幹事

４．乾杯の発声 永原源八郎会員

「金沢茶屋 割烹つづみ」女将並びに仲島

康雲会員より美味しいお酒を頂戴しました。

５．中締め 東海林也令子会員

上杉輝子会長・大路孝

之幹事へ 1年間本当に

有難うございました。

武藤清秀次期会長と井

上正雄次期幹事から

20周年行事に本当にお

世話になりました上杉

輝子会長より宮永満祐

美会員へ花束贈呈

例会便り
第 921 回

例会出席率 27/50 54 ％
金沢茶屋 割烹つづみ

井上正雄次期幹事： 2018.6.28

Kanazawa Hyakumangoku

KanazawaMillion Weekly Bulletin No. 0916 2018.7.5
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新会員歓迎

・仲島康雲会員 2017.12.1入会 ・柿木健雄会員 2018.3.1入会 ・北村 信一会員 2018.3.1入会

最終例会終了

2018-19姉妹友好クラブ会長紹介

韓国南光州RC 林彩男（イム ゼイナム） ボギョンENC（株）

京都北東RC 岡本泰一 ㈱いろは旅館 取締役会長

東京世田谷中央RC 藍澤宝珠 株式会社シンギー代表取締役

高崎RC 森田岳志 株式会社環境管理センター代表取締役

富山西RC 坂本博志 坂本工業株式会社代表取締役

南光州ＲＣ青少年交換プログラム参加者募集について

次期会長 武藤清秀 次期青少年奉仕責任者 江守道子

次期青少年奉仕担当 金 沂秀

１．参加対象者 当クラブ会員のご子息や知人の青少年を４名程度派遣

年齢 小学５～６年生から大学生まで

２．日 程 ７月２５日（水）～７月２９日（日）小松空港発着予定

３．旅 費 交通費 ６万円位（お小遣いは別途）

※クラブより一人１万円程度の補助金をご用意いたします。

南光州ＲＣ青少年交換プログラム参加申込み

会 員 名（ふりがな）参加者氏名 性 別 （学 年）年 齢 続 柄

※６月２８日（木）までにFAX（262-2241）またはメールにてお送りください。

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岡本泰一次期会長

より創立３０周年記念式典・祝宴（7/20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 水野陽子 宮永満祐美 吉田昭生 （敬称略）
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パストガバナーからの手紙 350回2018.7.5 炭谷 亮一

ＣＯＰ２１パリ協定とエネルギーミックス

ＬＮＧ（液化天然ガス）発電の課題

近年ＬＮＧを使う火力発電に注目が集まっている。

原材料の輸入費用が石炭に次いで安く、しかもCO₂の排出は石炭火力発電に比べて半分程度であり火力発

電の中心となっていくことは間違いない。

近くのインドネシア・マレーシ・ブルネイ等もＬＮＧの輸出国となっており輸送面では大変有利である。

さらにはロシア・アメリカからの今後大量の輸入も期待され、遠く中東からの輸入への地政学的問題や

輸送経費の問題も解消される。

さてアジアでのＬＮＧ輸入国が拡大しており、タイ、パキスタンなど過去１０年で１０カ国地域以上に

倍増、中国やインドも消費を増やし、世界需要の７割をアジアが飲み込む状態となっている。

各国の経済成長に加え、導入コストが安い船舶式輸入基地の普及も背景にあり、ＬＮＧ関連企業は勢い

づいている。

上記の中で目立つのは中国の躍進だ。

１７年では輸入量が韓国を抜き、日本に次いで世界第二に浮上、３０年には首位に立つとの試算もある。

中国政府は発電燃料を石炭から環境負担の少ない天然ガスに切り替える方針を揚げ、ＬＮＧ輸入に拍車

がかかっている。

日本・韓国・中国の上位３カ国は天然ガス輸入に関して協同戦線を組み、輸出国との交渉にあたれば、

好条件で天然ガスの輸入が可となるのは必然である。今後ＬＮＧの輸入国の伸びしろは東南アジア、南

アジアである。

さて上述したフロート式貯蔵再ガス化が今年１月にパキスタンのカラチのカシム湾で商用運転が始まっ

た。見た目は３００ｍの輸送船だが、ＬＮＧの受け入れから貯蔵、再気化を一手に担う。

ＦＳＲＵは主として国外の造船所で建造するため、陸上基地に比べ物流や治安情勢が不安な新興国でも

採質リスクが低い。

日本石油天然ガス金属鉱物資源機構によると、７５０億円程度の陸上のＬＮＧ基地はＦＳＲＵなら新設

で２５０億円、既存のＬＮＧ輸送船の改造なら８０億程度で済む。船舶型の輸入基地はアジアで２０基

以上が建設・計画中の段階にある。途上国のバングラディシュ、ミャンマー、フィリピンでもＦＳＲＵ

を利用してＬＮＧを輸入する方針だ。

以上のように、ＬＮＧによる火力発電は今後も非常に期待値が高く、ベースロード電源として再製可能

エネルギー発電のバックアップ電源として幅広く利用される（風力や太陽光は風が吹かなかったり、昼

間でも雨や曇では発電出来ず、バックアップ電源として火力発電・原子力発電が必要）。

原子力発電所の再稼働が進まないなか、国内の電力供給は石炭、石油、ＬＮＧ等の火力発電が担ってお

り、反対運動によってかなりの数のＬＮＧ火力発電所が建設中止にせざるを得ない現状もあり、火力発

電の４割を占めるＬＮＧ火力までが新規に作れないとなると老朽化した石炭火力発電所はCO₂の排出量が

多い為環境の改善は難しくなる。

国内のエネルギーミックスで２０３０年時点での火力の占める割合は６０％近くに達している。

太陽光等の再製可能エネルギーに一気シフトするには安定供給の面で無理があり、石油石炭に比べてク

リーンなＬＮＧへの期待は高い。

しかし今回各電力会社から発表されたように、ＬＮＧ発電所建設の多数案件の白紙撤回は今後の国の電

源政策に影響を与えるものにならねばよいと祈念する。

多くの国民は発電能力の向上には賛成だが、近くに発電所の設置に絶対反対等の住民エゴはアメリカで

もドイツでも同様である。

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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2018-19年度RI会長 バリー・ラシン氏について

フロリダ大学で保健・病院運営のMBAを取得し、医療教育機関であるAmerican College of Healthcare E

xecutivesでバハマ初の特別研究員となりました。院長として37年間務めた医療機関Doctors Hospital H

ealth Systemを最近退職し、現在は顧問を務めています。全米病院協会の生涯会員で、Quality Council

of the Bahamas、Health Education Council、Employer’s Confederationなど複数の団体の理事・委

員長も務めました。1980年にロータリー入会。RI理事を経て、現在はロータリー財団管理委員会の副管

理委員長を務めています。また、RI研修リーダーとK.R. ラビンドラン2015‐16年度RI会長のエイドも経

験しました。ロータリー最高の賞であるRI超我の奉仕賞のほか、2010年ハイチ地震後のロータリーによ

る災害救援活動を統率したことにより多くの人道賞を受賞し

ています。また、エスター夫人とともに、ロータリー財団の

メジャードナー、遺贈友の会会員でもあります。

２０１８－１９年度 ＲＩ会長テーマ

「インスピレーションになろう」

「BE THE INSPIRATION」

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

2018～19理事役員名

役員（8名）

会長 武藤清秀 会長ｴﾚｸﾄ 大路孝之 副会長 江守道子 幹事 井上正雄

副幹事 東海林也令子 会計 西村邦雄 S.A.A. 助田忠弘 直前会長 上杉輝子

理事（14名）

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10：00～15：00 木17：00～20：00 休憩時間12：00～13：00 休日（土日祝日)

事務局員 西村有里 幹事 井上正雄

クラブ例会予定
7/5 武藤清秀会長所信表明 5F

【理事会】
7/12 永瀬喜子ガバナー補佐来会 3F

【クラブ協議会】
7/19 仲島康雲会員卓話 5F
7/26 若林啓介ガバナー来会 4F
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あじさい カサブランカ
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