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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）

点 鐘 例会前の永瀬ガバナー補佐との会長幹事懇談会

１．ロータリーソング 『 我等の生業 』

２．四つのテスト

３．武藤清秀会長挨拶

《 食 事 》

４．ゲスト・ビジターのご紹介

(1)ゲスト 第一分区Ｂガバナー補佐 永瀬喜子様

(2)ビジター なし

武藤清秀会長

５． 今月の誕生者の紹介

１８日 上杉 輝子（うえすぎ てるこ）会員

２０日 若狭 豊（わかさ ゆたか）会員

２１日 金 沂 秀（きむ ぎす）会員

６． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕井上正雄幹事

①本日例会終了後、永瀬ガバナー補佐をお迎えして「クラブ協議会」を開

催します。全会員が対象となる協議会ですので、皆様５F「オーキッド」にお

集まりください。

②クラブ定款にもありますとおり、今後は理事会議事録を全会員に見てい

ただくこと

になります。毎週例会場の受付に置いてありますので自由にご覧になってください。

③2018-19年度ガバナーエレクト（2019-20年度ガバナー）事務所開設について

7/1より 金沢市駅西本町に松本耕作ガバナーエレクト事務所が開設されました。

例会便り
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④2018-19年度ガバナーノミニー（2020-21年度ガバナー）候補者について

決定宣言がだされていました魚津ＲＣ野澤様について、健康上の理由により辞退され

たため現在空席です。推薦は8/31までにガバナー事務所へ。

〔委員会報告〕

上田喜之会員:広報委員会からお知らせがあります。ホームページの見直しに

ついて今週の月曜日に、武藤会長・宮永会員・業者のプロの方・私の４名で第

１回の打合せをさせていただきました。これから少しずつ改良をしていき、武

藤会長の年度にリニューアルを完成したいと思っています。また皆様からご意

見をいただくこともあるかと思いますがご協力の程よろしくお願いいたします。

江守道子会員:6/10に地区青少年交換委員会に参加しました。今年の夏には当ク

ラブより下出さんが留学される予定ですが、 来年度派遣学生は１０名程を予定

しているそうです。ぜひ応募したいという方は私の方に言っていただければと

思います。このプログラムは５０年くらい歴史がありロータリーとしても力を

入れていますが近年は参加者が減っているそうです。実際に行ってくると生き

方そのもを１年間深く考えるそうで、帰ってから受験も頑張って成績もよくなって２ラン

ク程上の大学に合格する方も多いそうです。できれば高１よりは高２の方が成長が著しい

という意見もありました。

金沂秀会員：先週もご案内とお願いをしましたが韓国・南光州ＲＣへの派遣事業

について、現在高校生女子１名から応募があります。お一人だと淋しいのであと

一人でも二人でもいいので是非お友達のお子さんやお孫さんの推薦をお願いしま

す。。２０年に亘って続いてきた交流を絶やさないでいきたいと思っています。

大路孝之会員:先週行われた米山委員会とカウンセラー研修会についてご報告い

たします。①米山本部より、寄付金について昨年度同様の寄付のお願いがありま

した。②米山奨学生のクラブ行事への参加について、大学側に対して欠席証明書

の提出を求めるという案もでていました。③来年度からの面接のあり方について、

これまで通訳なして面接を行っていましたが日本語がまだ上手でない留学生もい

るということで、今後は通訳をいれての面接を行うという話もでていました。

宮永満祐美会員：昨日いしかわ動物園の子供の無料招待券をいただきました。も

しよろしければ私の方に声をかけていただければと思います。ロータリーに関係

のない話題ですがよろしくお願いいたします。

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。

第１回炉辺会合について

この機会にぜひ会員候補所者をお誘いいただきますようお願いいたします。

１．日 時 Ａ日程 ９月６日（木）１９：００～（予定）



- 3 -

Ｂ日程 ９月８日（土）１８：００～（予定）

２．場 所 各グループ毎に決定します。

３．会 費 各グループ毎に決定します。

ただし、おひとりにつき４千円をクラブより補助します。

４．その他 (1)７月末までの出欠通知に基づき６～８名程のグループ分けを行い各グル

ープのリーダーを決定します。以降グループリー

ダーを中心に会場や内容を決定する予定です。

(2)Ａ日程 Ｂ日程 の両方にご参

加いただくことも可能です。

地区大会の出欠について

会員各位 8/16（木）までのご連絡をよろしくお

願いいたします。

金沢百万石ＲＣ 事務局 西村

７． ニコニコＢＯＸ紹介 \14,000-

本年度32,000- 残高\4,175,010-

永瀬喜子ガバナー補佐より

武藤清秀会長：皆さん今晩は ガバナー補佐の永瀬さんようこそ。今日はよ

ろしくお願い致します。

石丸幹夫会員：永瀬ガバナー補佐様をお迎えして。

江守巧＆道子会員：永瀬ガバナー補佐をお迎えして本日は宜しくお願いいし

ます。先日も国際青少年交換委員長会議ではお世話になりました。

仲島康雲会員：新年度みなさんで協力してクラブ活動しましょう。

８． 卓 話

「私とロータリー」

永瀬 喜子（ながせ よしこ）ガバナー補佐

私がロータリーを意識したのは若い時、父親が山中ロータリークラブに

おりましてもうすぐ９２歳になります。その父が青年会議所を卒業した

後ロータリーに推挙され、

「よしこ、お父さんロータ

リーに入るんや。ロータリ

ーは自分で入りたい言うて

も入れなくて、みんなに推

薦もらわんと入れんのや

ぞ。」と、嬉しそうに誇らしげに言いまして当

時はふーんと思っていました。私がロータリー

に入って数年した頃に、かつて山中ロータリー

にいた方に街中でばったり出会ったら「あんた

まだロータリーに、あんなもんまだやっとるん

か。」と言われたそうです。父は「あの人は何

年もいたのにロータリーが何だかわからずにい

たんやな、さびしいことやな」と言いました。

どのクラブでも辞める方には色々事業があると

思いますけれども、集まって喋って食べて飲んでと思っている方もきっといると思います。

折角入ったのですからロータリーを理解してから家庭の事情等で辞められるというのなら

仕方がないと思います。これからも自分のクラブの若い人達にはそれを伝えていきたいと
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思っています。そう思いながらも自身は何十回ロータリーを辞めようと思ったかしれませ

ん。皆さんもそうかもしれませんし、私がお会いした方はほとんどそう仰います。けれど

も会長をやった後に辞めようと思ったと

いう方には今のことろお目にかかってい

ません。会長をやらせていただいて大き

な仕事を何にもしなかったという後悔が

あります。ですからロータリーが何だか

というのは会長をするとわかるのかなと

いう気がしています。ですから会長でな

いにしてもお役がきた時にやってみると

いうのはすごく大事なことだと思います。

地区の青少年交換委員を引き受けて今年

で４年目です。今回ガバナー補佐をする

にあたって辞めさせてもらおうとしましたが、雰囲気がよくなるからいて、と引き留めて

いただきました。委員会の方々はそうそうたるメンバーばかりで、そこに私のようなおば

ちゃんがいると生徒達も少し気が楽かなと思ったりもします。このクラブからも、ご希望

の方がいらっしゃればご一緒に活動したいと思います。ほとんどの方が若い時にロータリ

ー交換留学を経験された方ばかりです。

白山石川ＲＣではこれまで１２人の学生をあずかり、７人を派遣しています。クラブの歴

史は浅いのですが留学生をたくさん行き来させていまして、創立の時からこれを柱にしよ

うと考えてて続けています。その全国大会が５月に千葉の幕張メッセでありました。日本

中から５００人ぐらいが集まって２日間行なわれました。ミズノの会長・相談役の水野正

人氏の基調講演がとても面白くその一部をご紹介します。”人の心を動かす力”というこ

とで７つ掲げていらっしゃいます。１つ目は「暴力」、２つ目は「お金」、３つ目は「地

位」、４つ目は「専門性」です。医師や弁護士など専門知識を有する人はその範囲内では

力を持ちます。５つ目は「コネクション」で、６つ目は「情報」です。 そして７つ目が、

あの人の言うことは聞いてあげよう、あの人の言うことだったら従おうという「人柄」と

いうことです。皆さんご自身にあてはめてお考えいただけばと思います。

その全国大会が来年金沢で行われます。県立音楽堂とＡＮＡホテルです。

再来週いらっしゃる若林ガバナーについて少しお話いたします。シンプル＆コンパクト

に心掛けて、こういう時代ですからお金をかけずに色々な事をやらなければいけないとわ

かってらっしゃる方だと思います。若い時には商社マンでおうちが紙問屋でお父さんもガ

バナーをされているそうです。ガバナーマンスリーの表紙は富山市の環水公園で、今後は

富山の良い所を写真になさるということです。

９．質疑応答

１０．謝辞 点 鐘

【ガバナー補佐をお迎えしてクラブ協議会】

7/12 20時～ ホテル日航金沢5Ｆ「オーキッド」

出席者：永瀬喜子ガバナー補佐 武藤会長 井上幹事 上杉会員 江守巧会員 江守道子会

員 大路会員 表会員 柿木会員 衣川会員 西村会員 藤間会員 宮永会員 若狭会員

永瀬ガバナー補佐よりクラブ要覧に掲載している内容のいくつかについて確認や質問があ

り、また会員からは次のような意見があった。

・国際青少年交換事業で若い人を育てることは素晴らしいと思う。

・米山奨学生の審査条件を変えてもいいのではないか。

・ロータリーの原点は職業奉仕であり、それがライオンズとの大きな違いであると認識し

ている。

・社会奉仕活動では主体的な事業は行わす他団体等への支援事業のみであるが、職業奉仕
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に重きをおいており、それでいいと考える。

・出席率向上よりも来られる時に気楽に参加できる環境づくりに努めたい。

最後に永瀬ガバナー補佐が若林ガバナーの具体的地区目標の概要説明を行い終了した。

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

京都北東RC創立30周年記念例会7/20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）

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

太陽光発電の課題 パストガバナーからの手紙 352回2018.7.19 炭谷 亮一

ＣＯＰ２１パリ協定とエネルギーミックス

風力発電の課題

風力による発電が伸び悩んでいる。

２０１７年度は２０１６年に比べて導入量（新設発電所）が１２％減少した。２０３０年

までの達成目標の３割にとどまっている。

太陽光発電に比べて計画から４～５年のアセスメントが必要で完成までに１０数年が必要

とされ、太陽光発電ならわずか１年程度と比べものにならないくらい時間がかかる。

日本はドイツや北欧と違って（時速２２キロメートル以上の風速がないと採算に乗らない

と言われており）北海やバルト海のように風速が十分にある地域とは違い、ハンデがある

と言わざるを得ない。

さらには国立公園や国定公園に近い場所では計画の変更を迫られる場合もあり、人家に近

いところでは風車音や低周波を嫌って設置反対運動にも悩まされている。

ここにきて１キロワット当たり２１円から地上での風力発電では太陽光発電の１８円と同

じ価格での買い取り価格に引き下げた。

日本での風力発電の多くは、風車を山地に造るケースが多く、造成や輸送路の拡張費用が

かさむ。アセスメントの調査にも数年という時間がかかり、風質、風量にあった風車の設

計・製作にも時間が必要で、計画から完成まで１４～１５年の年月が必要である。
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追い打ちをかけるのが送電線である。自然エネルギー財団などの調べでは、１４～１６年

の年月がかかった風力発電の送電線関連費用は１キロワット当たり約４万円とドイツの３

倍も費用がかかり２～３万キロワットの発電所で８億～１２億円かかる。

これが太陽光発電の場合だと、同じような課題があっても十分な風が吹く地域が限定され

る風力とは異なり、送電線のコストがかさむ場合は場所を変えれば済む。

日本では東北地方の北部が採算の取れる風力発電に向いているとの評値がおり、新規の風

力発電の接続申し込みが急増した東北電力は１６年、基幹送電線の増強を決め、接続した

い発電事業者を１７年に募った。２８０万キロワット分という大規模入札を１８年２月に

実施した。

しかし東北電力が１６年度に示した見積りに各社は驚いた。「我々は送電業者ではない」

と。

岩手県で発電所を開発する大手担当は憤る。送電線の投資も必要で負担額は想定の５倍以

上だった。さらに問題なのは既存の送電線は実はガラガラで、調査によれば東北北部の基

幹送電線の実際の利用率は２割以下だった。

経済産業省系の認可期間が定める送電線の運用指針では、利用する発電事業者は接続申し

込みの早い者順で決まる。動いていない原発や火力発電所がフル稼働することを想定した

送電線は遊んだままだ。申し込みが受け付けられなかった事業者は利用出来ない。

電力会社を一方的に責めても仕方がない。

我国では発送電分離や電力市場改革が進まず、法整備の不調和が根本原因であり、そのリ

スクを新規参入の再生エネルギー会社に過度に転嫁されているのが現状である。

電力会社は決められたルールに従って動くしかない。電力会社の幹部は「再生エネルギー

拡大への対応が義務づけられたうえに、一方電気代を下げるようにとの圧力もある」と嘆

く。どうしても新規発電事業者に負担を求めざるを得ないのが実情だ。

ルールを変え、ガラ空きの送電線を活用してコストを下げないと風力発電は進まない。

政府は空き容量を見ながら既存の送電線を利用する英国の制度に習い「日本版コネクト＆

マネージ」と呼ぶ取り組みを始めた。

昨年末、経産省は東北北部で部分的な運用を決めた。それでも５～１０年先の送電線の状

況が見えないことが発電事業者の投資計画に影を落とす。

欧州では送電会社連合が３０年までに約２０兆円を投じる送電線増強を発表。日本との風

力発電事業者の経営環境を巡る差は開く一方だ（欧州では日本と違って風力発電が太陽光

発電よりも主力）。

再生エネルギー大手のオリックスやソフトバンクグループは海外に目を向け始めた。国内

のコスト高では将来の成長が見込めないことが原因である。脱ガラパゴスに抜本的な施策

が求められている。

最後に洋上風力についてだが、現在は１キロワット当たり３６円と高価であるが、今後

は入札制度によって事業者が競って価格を決めることで一層の引き下げを促す必要がある

と経産省はみており、１８年度中にも実施予定である。

風力は太陽光に比べれば普及が進んでいないが、政府は３０年度に今の約３倍にあたる１

千万キロワットの発電規模を目指す。

洋上は強く風が吹く東北地方での事業希望者が多く殺到している。

経産省は買い取り価格が下がっても、効率的な発電設備やシステムの導入を通じて採算が

取れる体質を事業者に求める。欧州並みの技術革新を取り込めば、競争力も付き欧州と同

等のコストで発電出来るとみている。

ガバナーより ロータリーを正確に認識を

「国際ロータリークラブ第2610地区」と書いてあったことがありました。正しくは、「国

際ロータリー第2610地区」ですね。また、ある時は、「国際ロータリー財団」と新聞記事

にあり、これは、多分取材を受けたロータリアンがそのように説明したのだろうと推測さ

れますが、正しくは、「ロータリー財団」ですね。
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ロータリアン自身がロータリーのことを知らず、ロータリーが関わっている様々な奉仕プ

ログラムを知らなければ、新会員をロータリーに誘う説得力にも欠け、対外的に情報を発

信することも充分にはできないのではないかと考えます。是非、今年度はロータリーを一

緒に学び直しましょう！

セントブレチア クチナシ（八重）

俗名 ヒメショウブ

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）

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

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
7/12 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
8/2 松原五郎氏卓話
8/9 横田幸子氏卓話

【理事会】


