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２０１８年１０月のロータリーレートは１ドル＝１１２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

金沢青年会議所メンバー３名様

(2) ビジター 白山石川ＲＣ 福田裕（ふくだ ひろし）様

白山石川ＲＣよりメーキャップに参りました。我がクラブでは１７年間交換学

生に取り組んでいまして、カナダ・トロントの幾つかのクラブと受入・派遣が

行われたご縁もあり、６月にトロントで行われたロータリー国際大会に奥様も

含めて１５名程で参加しバーリントンを訪問しました。受入れしていた交換学

生達が会いに来てくれて和やかな時間を過ごしました。ロータリーでなければそうい

う交流もありませんし、ホームステイをして一年間お世話しないとそういう目にもあ

えないのかと思いながら行って参りました。

４．金沢青年会議所メンバーの皆様より文化サミットのＰＲ

例会の貴重な時間を頂戴しまして有難うございます。公益社団法人 金沢青年会議所

2018年度文化都市推進委員会副委員長の川崎と申します。同席させていただくのは委

員会の棚田と鈴木です。本日はお手許のチラシの金沢文化サミットのＰＲをさせてい

ただきます。今年度は福光太一郎理事長のもと、『日々挑戦 文化都市金沢の未来へ』

というスローガンで主に文化をテーマとした事業を開催して参りました。その一年間

の集大成として、11/23～24「金沢文化サミット」を北國新聞赤羽ホール等にて開催い

たします。内容としては金沢の市民が文化を学び、文化に遊ぶというテーマのもと様

々な企画をしております。メインフォーラムとしまして、松岡正剛先生、田中優子先

生のお二人の講師による”金沢を外から見た時にどのようにうつっているか、また金

沢の課題、そして将来性について”対談形式で語っていただく予定です。こちらは事

前登録制でウエブサイトに申込みフォームが開設されますので登録いただいた方に拝

聴いただくプログラムとなります。 また、しいのき迎賓館では和楽器の体験や給食の

試食のほか、２１世紀美術館、ＪＣ会館の会場でも行ないます。１１月の連休という

ことで、ご多用のことかと思いますが、どうぞご家族それから会社の皆様方お誘い併

せの上「文化サミット」に足をお運びいただきまして、金沢の文化を楽しんで、そし

て学んで帰っていただければ幸いです。基本的には参加無料で一部お金のかかるもの

もありますが、ご参加いただけますようお願い申し上げます。本日はありがとうござ
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いました。

《食 事》

５．皆出席顕彰

２０ｶ年 谷 伊津子会員 石丸会員のご紹介で入会してから２０年です。

１６ｶ年 西村 邦雄会員 一番の楽しみで意義があると感じるのは卓話です。

１１ｶ年 宮永満祐美会員 ２１年在席していますが最初の９年は迷っていた９年です。

６．ＲＬＩ（ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会）終了証について

・武藤清秀会長

・大路孝之会長エレクト

７．衣川昭浩会員退会ご挨拶

２年３ケ月本当にありがとうございました。

これまで２度ばかし新聞に大きな記事になりま

して、その都度明確にお答えできない状況で申し訳ありませんでした。私の

出向元の生命保険会社がこのビルの何割かを所有しており、その関係で３年

半前からこちらに出向しておりました。この後、ビル建物と株式の譲渡が行

われ臨時の株主総会が開かれて、その時に退任することとなります。私は金

大出身で若い時には三井生命金沢支社に２年半おりまして、今度の３年半と

合わせてトータル１０年金沢におりました。三井生命のホテル経営を私自身

がお世話になった金沢において最終的に締めくくることができたのも何かひとつの縁かな

と思っております。個人的にはこの３年半は若い時に比べて感じ方が全然違いまして、特

にロータリーに参加させていただき４月の２０周年を皆さまと迎えることができたことが、

本当にいい思い出になりました。ロータリーで学ばせていただいたことが本当に勉強にな

った２年２ケ月と感じています。淋しい想いはありますが、皆さんとつくることができた

縁は一生物だと感じております。ぜひ東京に来ることがあればいつでも声をかけていただ

けばと思います。お世話になりました。ありがとうございました。

８． 幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕東海林也令子副幹事：

①本日例会終了後、30F「ﾙ・ｸﾞﾗﾝｼｬﾘｵ」におきまして衣川会員の送別会を行いま

す。

②ＲＩ2610地区より「平成３０年北海道いぶり東部地震義援金」についてのお願

いがきております。会員ひとりあたり千円を目標にとありまして、百万石としま

してはニコニコ会計からまとめて送金するということでよろしいでしょうか。

〔委員会報告等〕

宮永満祐美会員：先程、武藤会長が仰ったガバナー補佐について一言ご挨拶させていただ

きたいと思います。ロータリーには「ＮＯ」はなく「ＹＥＳ」か「はい」しかないとよく

言われますが、今回はすごく迷いました。私みたいな者でいいのか、どれくらいの時間を

費やすのか、など色々と会長にぐずぐず言って返事を伸ばしておりました。先日、木場紀
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子元ガバナー補佐にお電話して心構えやいろいろお聞きしまして、ようやく決意をしまし

た。今日のビジターの福田さんも先輩でもありますし、またご指導いただければと思いま

す。まだまだ未熟な私ですけれどもみなさんご支援どうぞよろしくお願いいたします。

上田喜之会員：広報委員会からご案内します。11/15（木）19時～オープンロータ

リー例会を開催します。詳細はすでにご案内していますが、内容は大路会員の卓

話・お楽しみ企画・ゲスト紹介などを企画しています。会員候補者の方、ご家族

をお誘いあわせの上、たくさんのご参加をお待ちしています。

９．ニコニコＢＯＸ紹介 \15,000- 本年度\104,000- 残高\4,201,029-

白山石川ＲＣ 福田裕様より

武藤清秀会長：皆さん今晩は。金沢青年会議所の皆さんようこそ。白山西川ＲＣの福田

さんごゆっくりどうぞ。衣川さん色々有難うございました。来沢の際はお気軽にお寄り

下さい。

大路孝之会員：衣川さん、退会されるのが残念です。色々お世話になりました。これか

らも元気でがんばって下さい。

水野陽子会員：衣川様お世話になりました。有難うございました。

〔送別会にて〕杵屋喜三以満会員・吉田昭生会員・藤間勘菊会員・北山吉明元会員より

１０． 炉辺会合報告会

江守道子班長：”人が集まらない家は栄えない”というのが私の母の口ぐ

せでして、小さい時からそれを肌で感じてパーティや多くの人に来てもらう

ことをエンジョイしています。当日は私の家で日頃例会では話せないことを

色々話してもらいました。その中で特に印象に残ったのは魏会員がなぜ日本

に来たのかという話でした。魏さんの話を聞いて中国のおかれている現状や

一般の人々がどんなことを考えて生活しているとか、生活レベル、政治、宗

教的なことも含めて興味ぶかい話を聞かせてもらいました。

布施美枝子班長：会員５名と以前に南極の卓話をしていただいた松原五郎

さんの計６名で行われました。寺町にあります明治中頃に建てられた町屋

を改造された「花取風月」というゲストハウスを１軒お借りして、まず武

藤会長のお点前によるお薄一服をいただき、お茶碗の観賞の仕方などもお

伝えしました。その後、お弁当をいただきながらその日のテーマである

「最近うれしかったこと、かなしかったこと」について語り合いました。

日頃の例会では聞けない話をお聞きできて、炉辺会合を満喫いたしました。またこういう

会合をやりたいと思っています。有難うございました。

谷伊津子班長：まず「ロータリーについて」というテーマでたくさんの意見がありました。

・古い会員と新しく入会された会員との交流をもっと密にして、最初の１～

２ケ月は紹 介者がフォロー、ケアをして馴染んでいただく心配りが必要だ

と思う。

・会員の男女比は７対３が理想的だと思う。

・若い会員も歓迎するが年配者も大いに誘うべきと思う。

「例会の食事について」今後理事会でもご相談いただき回答をいただければ

・出欠を事前にとりまとめるようにしてはいかがか。

・欠席だけでも事務局に連絡するようにしていかがか。

と思います。

・飢餓で苦しむ子供達が多い中、廃棄することはいかがか。

・余った食事を持ち帰る方法はないか。

１１．質疑応答
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１２．謝辞・謝礼 点 鐘

衣川昭浩会員の送別会

例回後ホテル日航30Fグラ

ンシャリオにて

パストガバナーからの手紙 362回2018.10.4 炭谷 亮一

ＣＯＰ２１パリ協定とエネルギーミックス（番外編）

再生可能エネルギーの蓄電の課題

再生可能エネルギーは気象条件によって発電量が大きく変動する為、蓄電池と組み合わ

せて送電網へ送り、送電線に過剰な負荷がかからないように供給量を平準化させる必要が

ある。

リチウムイオン電池の技術では高価すぎてとても使用することは出来なかった。

そこで原材料が安価で取り出せる電力が多い「ナトリウムイオン電池」の開発が注目され

拍車がかかってきた。三菱ケミカル、東大、東京理科大等の研究機関では寿命や性能を高

める技術開発が相次いでいる。

ナトリウムイオン電池の原理については、安価で埋蔵量が豊富なナトリウムを電子のやり

とりに使う。電解質を液体ではなく固体した「全固体電池」などとともに次世代電池の有

力候補とされる。

安全性の高い全固体電池は電気自動車用に向き、ナトリウムイオン電池は電力の貯蓄に向

けた用途が有望視されている。基本的な構造はリチウムイオン電池とほぼ同じだが、ナト

リウムイオンは動きやすい為、出力を高めやすいとされている。リチウムイオン電池の既

国際ロータリー第2610地区

ロータリークラブ 会長・幹事 各位 ガバナー 若林 啓介

訃 報
2005～2006年度 国際ロータリー第2610地区ガバナー

菊(きく)知(ち) 龍(たつ)雄(お)様（加賀白山ＲＣ）が逝去されました。

（享年88歳）

ここに哀悼の意を表し、謹んでお知らせ申し上げます。

日 時 ： お通夜 10月２日（火） 午後７時より

ご葬儀 10月３日（水） 午前10時より

場 所 ： ＪＡやすらぎ会館

石川県加賀市作見町ト８－１TEL 0761－73－5335

喪 主 ： 菊知 充（きくち みつる）様（次男）

スイスアルプスへ先生と旅行したこともあり淋しい事です。 御冥福をお祈りいたしま

す。石丸幹夫
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存の製造設備を活用できる。

ナトリウムイオンはリチウムイオンに比べて大きく、専

用の電極材料が必要になる。

現在国内外の研究機関や企業で材料の研究探索が行われ

ている。

三菱ケミカルの研究では充電と放電を３５００回ほど繰

り返しても電解液は６０％以上残っており、再生可能エ

ネルギーの蓄電池として充放電を５０００回以上で１０

年間使用出来ることが要求されており実用化に近づいて

いる。日本は再生可能エネルギーの将来の主力電源に位

置付けており、蓄電池の世界の市場規模は１６年に１６４９億円から２５年に７７９２億

円と４．７倍に急成長すると予想されており、ある意味ビジネスチャンスと言える。

ナトリウムイオン電池の技術的課題として、電池が重くなるまた電圧が低いなどの欠点は

残っているが、製造原価が安価な点は一番重要である。現在のように１キロワット（約６

円）を畜放電するのに１０００円も費用がかかるようでは再生可能エネルギーの蓄電など

夢のまた夢と言える。

どんなに優れものでもコストが高価では一般電力には使えない。

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 休憩時間12：00～13：00 休日（土日祝日)

クラブ例会予定
10/4 石川憲一氏

：金沢工大顧問名誉教授
10/11 山下智茂氏

：稲置学園顧問・星稜高
校野球部名誉監督
〔理事会〕

10/18 バジュラチュリア ソ
バナ氏：元米山奨学生

10/25 卓話なし
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