
- 1 -

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』

３．武藤清秀会長挨拶

４．ゲスト・ビジターのご紹介

《 食 事 》

３．ゲスト・ビジターのご紹介

(1) ゲスト 〔米山奨学生〕李 紅艶（リ コウエン）さん

(2) ビジター なし

４．米山奨学生へ奨学金の支給

今年は資格を取るために夏休み期間も帰国せずにずっと日本に

いました。８月の日本の暑さをたっぷり感じました。これからもこ

の暑さを乗り越えつつ楽しくやっていきたいと思います。ありがと

うございました。

５．皆出席顕彰

３ｶ年 若狭 豊（わかさ ゆたか）会員

６． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕井上正雄幹事：

①来週の例会は炉辺会合です。各班ごとに会場が分かれますのでご確認をお願い

します。

②再来週9/13の例会は５Ｆで行います。また例会終了後、理事会を開催します。

〔委員会報告〕上田広報委員長：

①先月ガバナー公式訪問時に「My Rotary」の登録について話がありましたが、「My Rota

ry」がどういうものかここで画面を見ていただきます。事務局とメールでやり取りをされ

ている方へは登録の手順と会員ＩＤを既にご案内していますのでアカウント登録をお願い

します。また事務局とＦＡＸでやり取りをされていて、メールアドレスを持っているとい

う方についても登録ができますので、事務局へご連絡をお願いします。

②現在ホームページのリニューアルを行っています。完成までにはまだ少し時間がかかり

ますが、概要・レイアウトをここで見ていただきます。今後はいくつかの情報を精査しな

がら進めていますのでよろしくお願いします。

例会便り
927 回

8/30 例会出席率 16/46
34.78％

ホテル日航金沢 3 Ｆ
助田忠弘 SAA
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谷会員：職業奉仕より報告いたします。9/9（日）14時～地場産センター新館で本田博己氏

のセミナーが行われます。３年未満の方はお受けいただきたいと聞いておりますので、希

望の方は私のところまでひとことご連絡をお願いします。

７．ニコニコＢＯＸ紹介 \2,000- 本年度\74,000- 残高\4,171,010-

武藤清秀会長：皆さん今晩は。李紅艶さんいらっしゃいませ。今日は中華を皆さんでゆっ

くりお楽しみ下さい。来週は炉辺会合よろしくお願いします。

８．第１回炉辺会合（9/6・9/8開催）について

第１班リーダー 江守道子会員：私達の班は私の自宅で行いたいと思います。駐車場もたくさんありま

すが、お酒も少しご用意しようと思いますのでタクシーなどでお越いただけばと思います。内容につい

てはボランティア・社会貢献について話し合えたらと思っています。会場がホテルやレストランではな

いので、ざっくばらんに色々な話ができればもっと仲良くなれるのではないかと思います。お待ちして

います。また２つの会合に参加することもできますので、土曜日参加の方で木曜日にも参加、その逆も

結構ですので付け加えさえていただきます。

第２班リーダー 布施美枝子会員：第２班は、井上幹事・大平会員・宮永会員・武藤会長・衣川会員・

柴田会員の７名を予定しています。会場は寺町３丁目にある武藤会長の「花鳥風月」というゲストハウ

スで行ないます。お弁当をご用紙してお酒も出ますのでバスやタクシーでお越しいただけばと思います。

プログラムとしまして、まずウェルカムドリンクとして武藤会長にお茶のお点前をしていただこうと思

います。それから、最近うれしかったことや悲しかったことなどひとことずつ話していただき、その中

でロータリーで何かしたいことを見つけられればいいなぁと思います。申し込みをされていない方でも

当日ご都合がつくようでしたら私の方にご連絡をお待ちしています。

第３班リーダー 衣川昭浩会員：第３班は空中分解してしまいまして、上田会員と江守巧会員は第１班

に参加、柴田会員と私が第２班に参加ということで変更させていただきます。よろしくお願いします。

第４班リーダー 谷伊津子会員：9/8（土）18時から始まります。上杉さん、仲島さん、柿木さん、木下

さん、北村さん、私の６名となっています。会場は木下会員の新しくできたイタリヤ料理店「ラ・ベッ

トラ・ダ・オチアイ カナザワ」で行います。テーマとしまして、１．ロータリアンとして一人一人がで

きることは？ ２．姉妹クラブとの交流をもっと深めるためには？ ３．例会の時の食事が余るのは何

とか方法がないものか？ 私は来月で入会２０年となりますが、メンバーには新会員の方もいらっしゃ

いますので、沢山のご意見・お話をしていただけば和やかさも深まるのではないかと思っています。よ

ろしくお願いいたします。 点 鐘

炉辺会合記録

第１班 ９月６日(木） 19時～

江守邸

◎ 江守 道子 石丸 幹夫 上田 喜之 江守 巧 小浦 勇一 東海林 也令子

西村 邦雄 魏賢任 （欠席 矢来 正和 若狭 豊）

第２班 ９月６日(木） 19時～

◎ 布施 美枝子 井上 正雄 大平 政樹 衣川 昭浩 柴田 未来

宮永 満祐美 武藤 清秀
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第４班 LA BETTOLA da Ochiai kanazawa ﾗ・ﾍﾞｯﾄﾗ・ﾀﾞ・ｵﾁｱｲ ｶﾅｻﾞﾜ

◎谷伊津子 吉田昭生 上杉輝子 柿木健雄 北村信一 仲島康雲 表靖子 土田初子

２．
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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。

広報委員会開催

9月12日 彦三町 いしや にて 19-21時

出席者： 上田喜之 水野陽子 柿木健雄

石丸幹夫の4名

百万石RCの歴史 今後の方針などいろいろはなし

あいました。
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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
⒐/6 炉辺会合 各グループごと

⒐/13 金正逸氏 陶芸家

⒐/20 劉園英氏 北陸大学

薬学部教授
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