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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

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 金沢伏見高校３年 永井 花歩（ながい かほ）さん お母様

(2)ビジター

富山ＲＣ 前川 達哉（まえかわ たつや）様

富山ＲＣ 御調 隆政（おしらべ たかまさ）様

香林坊ＲＣ 宝達 伸也（ほうだつ しんや）様

５． 韓国南光州ＲＣ青少年派遣について

金沂秀会員：今回２０年間続く交流が途切れそうな感じであちこちチャンネ

ルを広げたら、伏見高校で韓国語講座を受けてらっしゃって、読み書きがで

きますよと永井さんを紹介していただきました。昔クラブで韓国語講座をし

ていた時のソン先生に紹介をいただきました。7/25から４泊５日の予定です。

女の子ひとりなのでうちの嫁が光州までついていきますのでお母さん安心し

てください。帰りも仁川空港で待合せて一緒に帰る予定で

す。南光州で生の韓国を見てきてください。

永井花歩さん：このような企画に参加させていただいて有難うございま

す。韓国へ行って色んなことを学んできたいと思います。お願いします。

武藤清秀会長より寸志（おこづかい）を贈呈

６． 富山ロータリークラブ様より地区大会のご案内

来る10月27（土）28（日）の両日、ロータリークラブ地区大会を開催します。詳細は地区

大会のリーフレットに記載されておりますが、メイン会場は富山城向かいの富山国際会議

場でシンプル＆コンパクトな大会という運営方針のもと準備をすすめております。会議は
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28日のみと大変参加しやすくなっ

ております。記念講演の後、隣の

ＡＮＡクラウンホテル富山で大懇

親会を盛大に催し秋の味覚とともに富山の夜を楽しんでいただけるように企画しています。

地区大会は1400名のご登録を目標にしたいと考えておりますので、昨年以上のご登録・ご

参加をお願い申し上げますとともに、皆様のお越しを富山ロータリークラブ一同心よりお

待ちしております。本日は地区大会ＰＲのために例会の貴重な時間を頂戴し有難うござい

ました。

７． 今月の誕生者にプレゼント贈呈

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

８． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕 井上正雄幹事

①来週の例会は若林ガバナーをお迎

えして４F「鶴の間」で行います。

②10月に開催される地区大会のご案

内を事務局より送付しております。ご出欠について8/16（木）までによろしくお

願いいたします。

③地区ガバナー事務所より平成３０年豪雨被害義損金のお願いについてお願いがありま

す。地区独自の募金活動を行い指定された送金先に出来る限り早目に送金するということ

で、当クラブでは千円×会員数46名分をニコニコ会計より支出させていただこうと考えて

おります。

〔委員会報告〕

東海林也令子会員：金沢百万石ロータリークラブからご後援いただいています

「第42回ピティナ・ピアノコンペティション金沢西後期地区予選」が7/16

（月）無事に終わりまして、武藤会長にお忙しい中お出ましいただきお二人の

お子様にトロフィと賞状をお渡しいただきました。その写真について来週の会

報に載せていただきますのでご覧ください。有難うございました。

８． ニコニコＢＯＸ紹介 \8,000- 本年度\40,000- 残高\4,

183,010-

富山ロータリークラブ様：本日は貴重なお時間を拝借し、ありがと

うございます。地区大会のご参加、ご登録よろしくお願いいたしま

す。

武藤清秀会長：皆さん今晩は。富山ＲＣの前川様、御調様、香林坊

ＲＣの宝達様、お暑い中ようこそいらっしゃいました。永井さん韓

国楽しんできてください。仲島さん卓話よろしくお願いします。
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大路孝之会員： 仲島様、本日の卓話よろしくお願いします。

永原源八郎会員：仲島様本日の卓話楽しみにしております。先日１週間マレーシアに行っ

てきました。甥っ子が移住したので見てきました。四季がなく温かく３０℃位、物価は日

本の半分位、治安もよくリタイアした日本の方が沢山移住しているとのことでした。

９． 卓 話

「 旅心とおもてなし 」

仲島 康雲（なかしま こううん）会員

助田忠弘ＳＡＡより紹介：

仲島会員は昭和２７年七尾市で生まれ、昭和４７年に荏原製作所に

お勤めされ昭和５４年加賀屋グループに入られ各部署を歴任された

後、現在は「金沢茶屋」営業マネージャーということです。ご家族

は息子さんひとり、娘さんふたり、趣味はテニス・スキー・ゴルフ・旅行とい

うことですが、卓話の中でお話していただけるのではないかと思います。

私の今年の役が例会委員会でして、本来でしたら皆さんに卓話をお願

いしする役なのですが、前年度から頼まれていた卓話を新年最初にと

いうことになりました。今後は卓話のスケジュールの埋まっていない

ところの紹介やお願いにあがりますので、是非今年度もよろしくお願いしたいと思います。

只今紹介いただきましたとおり、私は東

京でしばらくエンジニアをしておりまし

た。これからは第三次産業の時代がくるの

ではないかということで、東京から戻り能

登を売り出すのに協力できるのはどこかと

思い「加賀屋」へ入社しました。今年創業

１１２年を迎えるうちの４０年を「加賀

屋」とともに過ごしてまいりました。

皆さんも旅に出られると思いますが、宿

泊産業に携わってきましたので、皆さんと

旅について少し考えさせていただきたいと思います。

１０．質疑応答

１１．謝辞 点 鐘

百万石ロータリークラブ賞 ピアノコンペティション

7月16日、金沢市アートホールにおいて「第42回 ピティナ・ピアノ

コンペティション

金沢西後期地区」予選が開催されました。

金沢百万石ロータリークラブ賞は、A2級(未就学部門)と、A1級(小

学1・2年生部門)のお二人に授与されました。

A2級 徳永 楓奈さん。

A1級 ラム海 ジョシュアエドワードさん。

ご後援ありがとうございました。この場をお借りして、お礼申し上

げます。 東海林也令子

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）

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。
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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

姉妹クラブ会長名

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

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）

パストガバナーからの手紙 353回2018.7.26 炭谷 亮一

ＣＯＰ２１パリ協定とエネルギーミックス

石油の次の新エネルギー

２０世紀の世界経済を支えた石油事業が岐路に立たされている。

２０３０年に世界の石油需要はピークを迎え、その後減少に転じると日本エネルギー経済

研究所は予測している。

日本の石油需要は世界に先駆けて減少期に入っている。１８年度の燃料油販売量は６年連

続で減少した。５０年程前の水準に落ち込む見通しで、これから減少傾向は変わらない。

とは言え石油も航空、船舶燃料や化学品の原料として一定の需要が残るのも事実で日本国

内の自動車の保有台数は約８１００万台で９５％以上はガソリンなどの内燃機関を持つ。

発売から２０年近く経ったハイブリッド車でさえ６５０万台だ、電気自動車はバッテリー

の性能もありさらに技術革新が起きなければ本格的に普及しない。

燃料電池車も水素をどう作るか問題が残る。

水を電気分解する方法があるが、電気を作る過程で発生する二酸化炭素は無視できない。

夜間に余る原子力発電所の電気を利用する方法が一つの理想だ。

油田などから出てくる炭化水素のうち、CO₂を地中に埋め戻し、水素だけを取り出す方法も

ある。

いずれにしても水素を利用する燃料電池車も克服すべき課題は残るが永遠のエコ燃料と言

える。

一方航空機燃料の消費量は今後も飛躍的に延びると予測されている。

米国ではトウモロコシが原料のバイオ燃料をすでに実用化している。

一方日本では栽培場所の確保が難しい。

日本では藻の方が有利で海外企業との取引も増え、航空機用バイオ燃料として１翼を狙う

ところまで来た。藻は光合成を行いその際CO₂を取り入れ酸素とエネルギーを放出、これを

溜めて燃料とする原理である。
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バイオ燃料の生産で安全、品質を保つには日本が長年培った石油精製技術の継承が絶対に

欠かせない。バイオ燃料の生産コストを下げるには大規模なプラントが必要となる。

日本の高い精製技術を生かしてバイオ燃料を作れば、世界の燃料ビジネスで今後５０年は

戦える。これらのエネルギーは日本が世界で優位に立てる産業と言える。

尚、航空機の燃料はオクタン価の高い燃料と思われがちだが、実態はガソリンではなく灯

油に近いのが航空燃料である。従って植物由来のバイオ燃料でも十分航空燃料となる。

セントブレチア 木槿 むくげ

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】
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