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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 『 ＲＯＴＡＲＹ 』

２．四つのテスト

３．武藤清秀会長挨拶

４．ゲスト・ビジターのご紹介

(1)ゲスト〔卓話者〕フリーアナウ

ンサー

横田 幸子（よこた さちこ）様

〔2018-19年度派遣交換学生〕下出 昇英（しもで しょうえい）さん

下出 雅之（しもで まさゆき）様

(2)ビジター なし

５．下出様よりご挨拶

下出雅之様：昨年の夏に武藤さんに声をかけていただきまして、息子が留学

をしたいということで皆様のご理解・ご支援をいただきましてあっという間

に時間が過ぎてまいりました。この間息子は５回ほど2610地区のオリエンテ

ーションで色んな勉強をさせていただき、先輩方からたくさんの経験をお話

いただきまして、すこしずつ心構えをつくってきたのかなと思います。来週

8/15小松空港から成田経由でＮＹ州へ入ることが決まっておりまして、本人

はあまり不安もなく、期待や楽しみで胸がいっぱいで明るく旅立つのではないかと思いま

す。こちらでも、またアメリカへ行ってもロータリーの皆様方に息子の１年間をお世話に

なって育てていただくということについて、私も家内も本当に感謝を言葉で尽くせないと

思っております。有難うございます。

下出昇英様：この度はロータリークラブの皆さんに色々なご支援

をいただいて留学することになりました。ＮＹ州のちょうど中心

のシラキュース（Syracuse)という町のオナイダ（Oneida）という

小さな町にいくことになりました。そこで地元の高校へ通ってホ

ストファミリーと生活して１年間を過ごします。ホストファミリ

ーは３～４回代わりますが、先日一人目のホストファミリーが決

まりまして、お父さんが学校の体育の先生でお母さんが地域の学

校の教育長の方でお母さんの方が強いような印象です。このファ

ミリーは自然で遊ぶことが多いそうで、僕の家族ととても似てい
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て本当に楽しみです。私はこの留学で英語でコミュニケーションをとることは勿論、アメ

リカの違った文化を学ぶことやたくさんの仲間をつくることで、１年後に成長した姿を皆

様にお見せできたらと思っています。今晩はお招きいただき有難うございました。

６． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕井上正雄幹事

①本日理事会を行います。

②来週の例会は休会です。

③再来週8/23の例会は５Ｆで行います。卓話者は北陸先端科学技

術大学院大学 特任助教 薮内公美（やぶうち くみ）様です。

〔委員会報告〕

北村信一会員： 先日、地区の社会奉仕委員会に出席してきました。若林ガバ

ナーからのお話をご報告します。また委員長とも相談しながら百万石として

いい活動ができればいいと思います。

・Mｙ Rotarｙ に登録して「手続要覧」を見ていただくとロータリーに関

する多くの情報を得ることができる。 また活動をロータリーショーケースに

登録してほしい。

７． ニコニコＢＯＸ紹介 \4,000- 本年度\66,000- 残高\4,209,010-

武藤清秀会長：皆さん今晩は。横田さん卓話楽しみにしています。下出さ

んようこそいらっしゃいました。昇英君いよいよですね。楽しんできて下

さい。

江守巧会員・道子会員：横田幸子さんをお迎えして。本日は楽しいお話楽

しみにしています。

８． 卓 話

横田 幸子（よこた さちこ）様

「 声は人なり ～心と現実のつながり～ 」

紹介者：江守道子会員

横田さんは石川県かほく市（旧宇ノ気町）ご出身で神奈川大学 外国語学部

英語英文学科卒業（中学・高校英語教諭免許取得）後、1976年札幌テレビ放送

（株）入社されラジオ・テレビでアナウンサーとして10年活躍後、フリーアナ

ウンサーとなり、1990年開局に伴い(株)テレビ金沢入社、金沢市広報番組「か

なざわ散歩道」のリポーター（21年間）をはじめ、夕方の｢ニュースプラス１｣

メインキャスター（6年間）を務められました。現在はフリーアナウンサーとしてご活躍さ

れており、主なものとして、石川県職員研修、企業新入社員研修、発信力スキルアップ研

修、コミュニケーション力UP研修の講師や小・中学校で「言葉のチカラ」のワークショッ

プを実施されています。また北國観光主催≪パーソナリティ横田幸子と行く 世界遺産の

旅≫、それからグループホーム・老人ホームなどで音読療法「音読講座」を実施されるな

どその活動は多岐にわたっています。

〔要旨〕

「心にあるものが形になって表れる、心が現実をつくる」ということを知ることが出来た

おかげで、人生が大転換した、体験談をお話しします。
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人とのねじれた関係に苦しん

でいたとき、切れた絆をつな

ぎ直す道はある！と書かれた

本に出会ったのです。（『あ

なたが生まれてきた理由』）

著者（高橋佳子氏）の提唱す

る『存在と生命（いのち）の

ための人間学（TL人間学）』

「トータルライフ人間学」を

学ぶことにしました。

【あなたは、偶然生まれてきたのではありません。自ら望んでこの

世界に生まれ、願いを持って、人生を始めた魂の存在です。

私たちが自分に与えられた人生というチャンスを本当に全うするためには、どうしてもこ

のような、人生を魂の次元から捉えるまなざしが必要です。】に衝撃を受け、人生を魂の

次元から捉えるまなざしに、目が開かれました。

魂―心―現実 のつながりを知り、問題を解決するには、相手を変えるのではなく、「問

題は吸い込んで私が変わる！」にチャレ

ンジすること。また日常の心の動き・傾

向、煩悩などの学びから、人間理解につ

ながり、さまざまな問題を解決、事態の

転換に導かれ、人生が全く変わっていっ

たのです。

９．質疑応答

１．謝辞・謝礼

点 鐘

永井花歩さん（伏見高）韓国南光州RCにホームステイして
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素晴らしい経験に感謝

しています。

永井花歩さん

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。

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

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

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
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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 356回2018.8.23 炭谷 亮一

ＣＯＰ２１パリ協定とエネルギーミックス

おわりに

（１）世界の現状と課題

２０１５年１２月にパリの気候変動会議（ＣＯＰ）が採択された温暖化防

止のための枠組み「パリ協定」が成立した。

しかしアメリカのトランプ大統領は２０１７年６月パリ協定からの離脱を表

明した。歴史的ともいえる「パリ協定」は各国が温暖化防止のために自国の目標を決めて

努力するというものだが、実際のところ法的拘束力はない。この為世界１９０ヶ国つまり

先進国だけでなく、多くの途上国も含まれるものとなった。

ＣＯＰは今後毎年開催され、細部をつめ最終的には２１００年までのロードマップを決定

されていく。

この協定自体不備は多々あり、例えば先進国では排ガス規制はかなり進んでおり、先進国

にさらに厳しい規制を課しても、日本を例にとると現在は世界中のCO₂排出量の３％程度で

これが0.1～0.2％程度の減少しか見込めず。

ところが世界で一番大気汚染のひどい都市インドは、将来火力発電所を現在の２倍に増や

せるし、世界第二の経済大国である中国も途上国並みの扱いの為、２０３０年までにCO₂を

増やしても違反にならない。しかし中国政府当局もこれ以上自国の大気汚染を悪化させれ

ば、自国民に今以上健康被害を増加させることに気付いており、この際パリ協定を機に改

善しようとの意思が見られる。

ところが中国の現状はエネルギー不足が現在でも深刻であり、約１週間に１基の割合で石

炭火力発電所が新設されている。中国は電気自動車に大きく舵を切ったとされるが石炭火

力の増強によって作った電気を使うようなもので、中国当局に一考を求めたい。

今後先進国では経済成長は限定的であり、すでに環境対策が進んでいる為CO₂が爆発的に増

えることはない。

近年CO₂が増えた先進国は日本である。福島原発事故以来はほとんどの原発はいまだに停止

している。

パリ協定から離脱したアメリカは過去には世界一のCO₂排出国だったが、豊富なシェールガ

スへの移行により現在の排出量は中国の半分である。この差は今後益々開くと予想されて

いる。

アメリカの離脱で一番懸念されるのは資金の問題である。パリ協定では先進国が途上国に

CO₂排出削減のために毎年１０００億ドルを支援すると決めている。ＣＯＰとは悲しいかな、

途上国がこの拠出金を奪い合う場所でもあるが、またこれまで約束通り先進国から支払わ

れたためしがないとも言われている。アメリカは国連でも拠出金の一部支払いを拒否して

おり、アメリカが抜ければＣＯＰでも大幅に拠出金が減ることが予想される。

大口拠出予定のアメリカの離脱に先進国も困っている。なぜなら途上国が環境対策に先進

国のテクノロジーを導入し、太陽光発電、風力発電、地熱発電のための発電所を作り、ま

たさまざまな環境改善用品を購入し、それを売却する先進国の企業に拠出金が還流する大

規模システム、つまり一石二鳥とならないことに日本も含めＥＵ諸国は大変心配している。
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季節の花

木槿

むくげ

韓国の国花で

無窮花（ムグン

ファ）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

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
8/9 ３Ｆ「孔雀の間」

ﾌﾘｰｱﾅｳﾝｻｰ横田幸子氏
【理事会】３Ｆ「ルミエール」

8/16 休 会
8/23 ホテル日航 ５Ｆ「オーキ

ッド」北陸先端科学技術大学
先端科学技術研究科特任助教
藪内公美氏

8/30 ホテル日航３Ｆ「ルミエー
ル」 炉辺会合の予定発表な
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