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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

『 四つのテスト 』

２．武藤清秀会長挨拶

３．ゲスト・ビジターのご紹介

(1) ゲスト

RI第2610地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 若林啓介（わかばやし けいすけ）様

RI第2611地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 永瀬喜子（ながせ よしこ）様

RI第2612地区副幹事 黒川伸一（くろかわ しんいち）様

米山奨学生 李紅艶（リ コウエン）さん

(2) ビジター

金沢香林坊ＲＣ 小幡謙二（おばた けんじ）様

４．米山奨学生 李紅艶さんへ奨学金の支給

お久しぶりです。来週から学校が休みに入りますのでこの休み期間中を利用

して英語の資格をとろうと思っています。これからも頑張ります。

５．皆出席顕彰

１６ｶ年 西村 邦雄（にしむら くにお）会員

３ｶ年 井上 正雄（いのうえ まさお）会員

《 食 事 》

６． 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５Ｆ「松の間」で行います。

②ロータリーリーダーシップ研究会（ＲＬＩ）が前期に引き続き開催されます。

その目的は会員のリーダーシップの涵養を通してクラブの充実と活性化委に資

することです。パート１が8/25（土）9：30～開催されま すので、参加を希

望をする方・興味のある方は事務局にお申し出ください。

例会便り
925回
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〔委員会報告〕

江守道子副会長：以前からご案内していますが炉辺会合を9/6（木）と9/8

（土）6人～8人のグループに分けて行いたいと思います。昔にもやったことが

ありますが、ロータリーの基本的な精神である”仲間と集う”そういったとこ

ろを原点に戻ってやってみたいと思いますので皆さんふるってご参加ください。

谷伊津子職業奉仕委員長：先日22日に職業奉仕委員会があり参加しまし

た。「ロータリー歴史探訪 シェルドンの実像を追って」という冊子を勉

強してくださいということでしたが、素晴らしい内容ですので、理解を深

めて最終的には会員増強に役に立つのではないかということでした。おひ

とり１冊買ってくださいというお話でしたので理事会等でのご検討をよろ

しくお願いいたします。

７． ニコニコＢＯＸ紹介 \20,000- 本年度60,000- 残高4,203,010-

若林啓介ガバナー：公式訪問にまいりました。宜しくお願い申し上げ

ます。

永瀬喜子ガバナー補佐：若林ガバナーについてまいりました。このク

ラブの美しい方々のパワーをいただいてまいります！暑さに負ける

な！

黒川伸一副幹事：公式訪問に同行させていただきました。宜しくお願

い申し上げます。

武藤清秀会長：皆さん今晩は。若林ガバナー、永瀬ガバナー補佐、黒

川副幹事様今日はようこそいらっしゃいました。李さん、香林坊ロー

タリークラブ小幡様いつもありがとうございます。

石丸幹夫会員：ガバナー・ガバナー補佐・副幹事の皆様をお迎えして。

江守巧・道子会員：先日は永瀬ガバナー補佐の訪問ありがとうございました。本日は若林

ガバナー・永瀬ガバナー補佐どうぞよろしくお願いいたします。

東海林也令子会員：若林ガバナー、永瀬ガバナー補佐、黒川副幹事の皆さま、ようこそい

らっしゃいました。

藤間勘菊会員：若林ガバナー・ガバナー補佐・副幹事ようこそ、よろしくお願いいたしま

す。

２． 卓 話

「 インスピレーションになろう 」

若林 啓介（わかばやし けいすけ）ガバナー

（１）ロータリー賞への挑戦

クラブのサポートと強化 以下のうち3項目を達成

会員1名の純増を達成する。

既存会員と新会員の維持率を維持または改善する： クラ

ブの会員維持率を1ポイント上げる。 または2017-18年度のクラブ

の会員維持率が90％以上である場合、これを維持する。

女性会員1名の純増を達成する。

少なくとも60％の会員が、My ROTARYから生年月日 を入力する。
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新しいロータリークラブのスポンサーまたは共同スポンサーとなる。

会員の職業を調べるために職業分類調査を実施し、地域社会にあるビジネスと専

門職の実情に沿った会員基盤を築くために活動する。

人道的奉仕の重点化と増加 以下のうち3項目を達成

ロータリー地域社会共同隊を提唱する。

インターアクトクラブまたはローターアクトクラブを提唱 または共同提唱する。

年次基金への会員一人あたりの平均寄付額が少なくとも100米ドルとなる。

奉仕プロジェクトに関与する会員数を増やす。

ロータリーのポリオ撲滅活動への募金または認識向上を目的とした行事を開く。

ロータリーの6つの重点分野のいずれかにおいて、意義ある社会奉仕プロジェクト

または国際奉仕プロジェクトを実施する。

公共イメージと認知度の向上 以下のうち3項目を達成

クラブで成功させたプロジェクトの情報（活動の詳細、 ボランティア活動に費や

した時間、募金額など）を 「ロータリーショーケース」に投稿する。

ロータリーブランドのガイドライン、テンプレート、「世界を変える行動人」キ

ャンペーン用広告・資料、その他の 関連資料を活用する。

クラブとロータリーの活動を伝えるためにクラブ会員がメディアと話す機会を手

配する。 ロータリー学友のための行事を開催し、ロータリーで ネットワークを広げる機

会を紹介する。

企業、政府団体、非政府団体とのパートナーシップを 継続または確立し、プロジ

ェクトで協力する。

青少年交換学生またはRYLA参加者を派遣する。

（２）クラブ長期目標の策定

ロータリーの戦略計画に倣って、クラブの戦略計画を立案

（３）RLI（ロータリー・リーダーシッ

プ研究会）への参加

世界533地区の内、406地区が参加済み

日本の34地区の内、20地区が参加。

多地区合同リーダーシップ養成プログ

ラム。

ロータリーの基礎知識習得とリーダー

シップを育成

（４）Hamburg国際大会への参加

2019年6月1日から5日まで、ドイツハンブルク市で開催

（５）役立リンク

国際ロータリー日本語：https://www.rotary.org/ja

会長賞：https://my.rotary.org/ja/news-media/office-president/rotary-citation

RLI：http://rlijapan.com/rlijapan/

ハンブルグ国際大会：http://www.riconvention.org/ja/hamburg

ロータリー基本情報：https://my.rotary.org/ja/document/rotary-basics

ロータリー財団参照ガイドhttps://my.rotary.org/ja/document/rotary-foundation-refe

rence-guide
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ロータリー戦略計画：https://my.rotary.org/ja/document/strategic-plan

戦略計画立案ガイド：https://my.rotary.org/ja/document/strategic-planning-guide

９.質疑応答

１０．謝辞 点 鐘

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）

３．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。

本田博己氏による職業奉仕研究セミナーのご案内 社会奉仕委員長 谷 伊津子

地区職業奉仕委員会委員長 林 清滋

職業奉仕委員会では、クラブ活性化の為に2年前の岡部年度より職業奉仕勉強会を64クラ

ブで行う事を目標としており、今年度で3年目となります。1年目で何らかの形で勉強会を

行ったクラブは35％となり、2年目では45％になりました。

2016年の規定審議会では、ロータリーの本質に関わる重要な制定案がいくつか採択され、

RIの考え方や職業奉仕の考え方が大きく変化しようとしています。

2017年「ロータリーの友」の1月号に、昨年の地区大会にRI会長代理でお越しくださいま

した本田博己パストガバナーの「『職業奉仕』はロータリーの根幹か？」という寄稿文が

掲載されました。この寄稿文は日本のロータリアンの中でも賛否を呼んだと聞いておりま

す。

そこで本年度9月9日（日）に本田博己パストガバナーをお招きして、ロータリーの根幹

と思われている「職業奉仕」について講演して頂く事になりました。

一度「職業奉仕」について学ぶ機会として、この講演会に多く会員の方々に参加頂きたい

と思います。つきましては、下記の通り開催いたしたく、ご多用とは存じますがご出席頂

きますようお願い申し上げます。

日 時 ： 2018年9月9日（日） 受付13：30

開始14：00～16：00

場 所 ： 石川県地場産業振興センター 新館コンベンションホール

〒920-8203 石川県金沢市鞍月2丁目1番地 Tel 076-268-2010

テーマ ： 「職業奉仕について（仮）」

講 師 ： 日本のロータリー100周年委員

ビジョン策定特別委員会委員長 2018RI研修リーダー 本田博己 氏（前橋RC）

* 不明点等がございましたらお問い合わせください。

ＲＩ第2610地区 職業奉仕委員長（富山みらいRC） 林 清滋 090-2803-6217
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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

姉妹友好クラブ会長名

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

パストガバナーからの手紙 354回2018.8.2 炭谷 亮一

ＣＯＰ２１パリ協定とエネルギーミックス

ドイツのエネルギー事情

２０１０年の暮れ、メルケル首相は「脱原発合意」を覆した。

この時ＳＰＤや緑の党はもちろん怒ったが、反原発４０年の筋金入りの多くの国民も怒っ

た。そしてその怒り方はメルケル首相の想像をはるかに超えるほど激しかった。

そこで「これはまずい」と気付いたメルケルがどうしようか考えあぐねていた時に思い

もかけない好運が舞い込んできた。

それが２０１１年３月１１日に起こった福島の原発事故であった。

メルケルはこれを再度の政策変更の好機ととらえ、原発存続の是非を問う倫理委員会を招

集した。これには宗教家や社会学者が主体で原子力の専門家も科学者もメンバーとしてろ

くに入れなかった。

そしてその委員会は「２０２２年までに脱原発は可能」と判断そして確固として「脱原

発」「原発廃止」のお墨付きを与えた。

それを受けて５月３０日、新しい「原発廃止」法案は閣議決定をみた。これによりメルケ

ルは状況をもとに戻したのではなく、脱原発をもっと性急なかたちに切り替えようとした。

つまり２０２２年までに全原発を止めるとしたのである。

メルケルは前年の自分の決定が間違いであったと認めることになる。それを避けるのに、

以前にも増して積極的に脱原発を推進する必要があった。

メルケルは幸いにも福島の原発事故をうまく政策に利用出来たことに神に祈ったことであ

ろう。そして「福島がすべてを変えた」といみじくもつぶやいたのである。

当時ドイツに在住し、６月３日予定通りドイツ連邦議会で「脱原発」法案が圧倒的多数

で可決された状況を実際に目にし、さらには雰囲気を味わった著者の川口マーン惠美氏は

以下のように詳述している。

この時の議会での投票の様子がテレビで放映され、どこか感動的な光景だった。ドイツ国

民の誰の胸にも、過去の脱原発への長い道のりを考えれば、深い感慨がこみ上げてきた。

そしてドイツ国民は議員であれ、一般市民であれ、自分たちが理想に向かっているという

確信と誇り、それは全ドイツ国民にとって一番幸せな瞬間だった。脱原発の歩みは他者に

先駆けていて、しかも到達が困難で、少々経済的な痛みを伴うならば、感動はさらに増し

たと言える（まさかヨーロッパ最高額の電気代になろうとはつゆ知らず）。たとえ世界で

孤立しようとも「脱原発」という正しい未来に向かって進む姿に、ドイツ国民は恍惚とな

っていた。
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『そしてドイツは理想を見失った』著者川口マーン惠美P130～131より引用

一方メルケルの豹変に電力会社は腹を立て訴訟に持ち込み、数年経って電力会社の訴えは

認められ、ドイツ政府は誤った行政決定を断行したということで莫大な罰金を科さられた

（もちろん国民の税金から）。

そして今、ドイツのエネルギー政策は、矛盾と混沌の渦の中に埋もれている。

再生可能エネルギーが奨励されたため、風力と太陽光の発電施設が爆発的に増えた。発電

容量を合計すると、再生エネルギーだけでピークの電気需要の１．２倍に及ぶ。再生エネ

ルギー発電は稼働率が低いので、発電量はそれよりずっと少ないが、しかし２０１６年に

は全体の発電量の３割を超えた。

特に北ドイツでは十分な風があるために風力発電が盛んで、特に洋上風力発電は買い取り

価格も高止まりしており、これに対しての投資も盛んである。もちろんこれらの経費は国

民の電気代に上乗せされる。

だから北で調子よく風が吹くと、余った電気の行き場がなくなる。送電線に電気が入りす

ぎると、系統に負担がかかり故障を引き起こし、最悪の場合停電になるため送電会社は苦

心している。

たとえばチェコやポーランドの送電線を経由させてもらって南ドイツに送ったり、余剰電

気をそのまま安価で隣国に売ったり、時にはタダでもらったりする。しかし隣国でも送電

線がいっぱいの時は受け取らないので、そうなると風力発電所に賠償金を払って発電自体

を止めてもらうこともある。

一方、原発が停止した工業地帯の南ドイツでは、直接北ドイツからの送電の新設が住民や

自然保護団体の反対で進んでいない。

電気が足りなくなると。予備の火力発電を立ち上げなくてはならない。それが雲のかかり

具合、風の吹き具合でけっこう頻繁に起こる。予備火力はドイツだけでは足りずオースト

リアにもある。

年中待機してもらっているわけだから払っている保証金もバカにならない。

ドイツのようなハイテク産業国で停電など絶対におこすわけにいかない。だから発電会社

も送電会社も苦労している。発送電分離の最たる欠点を露呈させている。

いやはや再生エネルギー利用、送電線の安全及び安定供給のためのすべての費用は国民の

電気代に上乗せするのだから会社は痛くも痒くもない。１家庭当たりすでに年間３万円を

超えている。

このままで行けば消費者の上乗せの電気代は高額であり、天井知らずといえる。

まあ、ドイツは金持ち国家だからこれしきのことで原発再稼働しようとは口が裂けても言

うまい。

この流れの中で２０１８年３月１１日早朝、ドイツ電力業界に激震が走った。

それは、ドイツ最大手のエネルギー企業エーオンが驚くべき計画を発表したことである。

業界２位のＲＷＥの子会社イノジーを２兆６０００億円で買収すると発表した。３月１２

日、エーオンとＲＷＥが開いた共同記者会見で、ＲＷＥのＣＥＯの発表計画はまさにドイ

ツの電力市場の勢力地図を大きく塗り替えるものだった。それまでライバルだった両者は、

エーオンは発電事業を放棄し、送電・小売りに特化。ＲＷＥはエーオンの業務を吸収し、

欧州首位級に発電事業者を狙う日本を例にとると、東電は発電事業をすべて関電に任せ、

電力の送配と小売り、顧客向けサービスに特化するようなものである。

エーオンとＲＷＥの再編劇は、巨大な原発や火力発電所を基幹に据えた「中央集権型発電

ビジネス」の終焉を告げている。そして無数の再生可能エネルギー発電装置による「分散

型発電ビジネス」へ移行するという、ドイツ電力市場のダイナミズムを象徴する。

ドイツでは脱炭素化・電源分散化・デジタル化の３つの流れに乗り遅れる電力会社は、遅

かれ早かれ沙汰されるとの見方が強い。

しかし、問題点が全然ないわけではない。

再生可能エネルギーの多くは実際の稼働率は低く、それをバックアップする火力発電、原

発は欠かせずその設置場所や有無についての議論は永遠に続く。さらには一般家庭に負担
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させているヨーロッパ第２の高額な電気代（ちなみに第1位はデンマーク）を払わされ「脱

原発」の為とはいえドイツ人の痩せ我慢にも限界があることだろう。

最後に、ドイツは２０２２年まですべての原発を止めるのではなく、原子力技術や原発

運用のノウハウを継承するため、一基のみ稼働させ続ける決定をした。賢明な選択と言え

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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