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１月のロータリーレートは１ドル＝１１２円 「My Rotary登録状況：11/41≒27％、目標50％」

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

阪神淡路大震災黙祷

１．国歌『 君が代 』

２．ロータリーソング

『 ＲＯＴＡＲＹ 』

３．四つのテスト

４．武藤清秀会長挨拶

《食 事》

５．ゲスト・ビジターのご紹介

(1) ゲスト

〔卓話者〕(株)Global Grow 代表 花井俊一郎（はない しゅんいちろう）様

〔花井様秘書〕水上 公人（みずかみ こうし）様

(2) ビジター

金沢南RC 奥田 孝行（おくだ たかゆき）様

金沢南RC 園田 貴之（そのだ たかゆき）様

６．金沢南ロータリークラブ様より５０周年のご案内について

(1)３/５（火）15：30～16：45 ホテル日航金沢３F

記念講演会 青山学院大学陸上部監督 原 晋 氏

「箱根駅伝から学ぶ人材育成と組織作り」

(2)５/６（祝月）受付7：00～ 片山津ゴルフ倶楽部

「８ＲＣ対抗交流ゴルフコンペ」

７．今月の誕生者の紹介

３日 北村 信一会員

７日 石丸 幹夫会員

２７日 大平政樹会員

３１日 谷伊津子会員

誕生祝いの武藤清秀会長撮影のエレベスト

例会便り
第 946 回

1 月 17 日

ホテル日航金沢５Ｆ

例会出席 20/41 48.78 ％

助田忠弘 S.A.A. 12 月例会出席率 63.42 ％

Kanazawa Hyakumangoku
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．
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８．幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕 本日例会終了後、理事会を５Ｆ「オーキッド」にて行います。

９．ニコニコＢＯＸ紹介 \12,000- 本年度\336,100- 残高\4,403,265-

金沢南ＲＣ様：本日は金沢南ロータリークラブ５０周年記念事業のＰＲにうか

がいました。どうぞよろしくお願いします。

武藤清秀会長：皆さん今晩は。本年も宜しくお願い致します。（株）グローバ

ルグロー代表の花井様、水上様ようこそいらっしゃいました。金沢南ＲＣの奥

田さん、園田さん ５０周年行事の盛会をお祈りします。

石丸幹夫会員：本年も又、お元気で皆様よろしくお願いいたします。

江守巧＆道子会員：新年明けましておめでとうございます。花井様、今日はお話楽しみに

しています。若い力で能登の活性化をどんどん進めて下さい。

大路孝之会員：みなさん、明けましておめでとうございます。次年度、よろしくお願いし

ます。花井様、卓話よろしくお願いします。

宮永満祐美会員：今年もどうぞよろしくお願いいたします。

１０． 卓 話

株式会社Global Grow（グローバルグロー） 代表 花井俊一郎 氏

「次世代の育成環境づくりと地域活性化」

～カンボジアでの活動から石川県での活動へ～

紹介者：江守道子会員 花井さんは現在七尾にお住まいで次世代の人材育成と地域活性

化に取り組むお仕事をされていまして、プロのテニスプレイヤーでもあります。今日の卓話

はカンボジアでの活動を中心にお話いただく予定です。よろしくお願いいたします。

[プロフィール]

花井俊一郎 / Shunichiro Hanai

1972 年（昭和47 年）3 月11 日 大阪府・枚方市生まれ 46 歳

1996 年 タイにて、工業用ゴム・プラスチック製品製造業で起業

タイ在住20 年→北海道在住１年

現在、石川県七尾市在住 次世代の人材育成と地域活性化に取り組む

社会起業家 / 元プロテニスプレイヤー

Global Grow co., ltd.（本社：タイ・バンコク）代表取締役社長

（グループ会社：海外６カ国、国内５都道府県）

教育・ICT・不動産・E コマース・マイクロファイナンス・アパレル

映像製作・空き家プロデュース・インバウンド事業を展開

Field of Future Tennis Academy ( FFTA Nanao ) 創設者

グローバルな視野と発想で社会の問題を解決するソーシャルカンパニー

1996年～2015年、東南アジア地域に於ける教育格差是正を目的とした健全な教育インフラの構築と

人材の育成に従事。また、ASEANと日本の架け橋的存在として、教育問題、 環境問題、地域問題、

貧困問題などの対策、並びに、ITインフラや観光地の開発、スポーツ事業支援などに取り組む。

2016年より、日本の地方活性化に着手。北海道美瑛町・富良野への海外からの観光誘致、リゾート

開発、スポーツ交流などで成果をあげ、現在は、石川県七尾市を拠点に、次世代の育成と地域活性

化を目的としたテニスアカデミーの運営とスポーツツーリズムインバウンドによる海外からの富裕層

の誘客に力を注いでいる。
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【石川県での活動実績】 2017 年2 月～現在

▫ 七尾市に世界基準のテニスアカデミーを開校、国内外からの合宿の誘致 ⇒ 人材育成・地域活性

化

▫ 能登半島唯一の硬式テニス部を18 年ぶりに復活（鵬学園高校）⇒ 次世代育成環境づくり

▫ すしボウル国際ジュニアテニス選手権大会とイベントの開催 ⇒ すし王国能登・七尾市を世界に発

信

▫ 全英優勝者アンジー・ケルバー杯の開催とポーランドへの遠征支援 ⇒ ポーランドとの国際交流

提携

▫ 加賀・金沢ゴルフインバウンド（ビジネスマッチング）の促進 ⇒ 北欧・東南アジア富裕層の誘客

▫ 奥能登（珠洲市）ウエルネスツーリズムの促進 ⇒ タイの高級ウエルネスリゾートと提携

１１．質疑応答

１２．謝辞・謝礼 点 鐘

パストガバナーからの手紙 374回 2019.1.24 炭谷 亮一

ＣＯＰ２４に向けてのルール議論

地球の気温上昇を２度未満に抑えることを目標にした地球温暖化対策の国際的枠組み

「パリ協定」の詳細なルール作りが本格的に始まる。

各国は４月３０日からドイツのボンで国連会合を開き、具体的な実施手段など各論に入る。

今後の各国の規制やビジネスに大きな影響を与えるだけに先進国と途上国の対立は避けら

れず、交渉はすんなり進みそうにない。「２０１８年は重要な年だ」とＣＯＰの事務局長

エスピノサ氏はツイッターに投稿した。１８年年末のポーランドでのＣＯＰ２４に向けて

各国は歩み寄るよう促した。

２０１５年のＣＯＰ２１パリ協定は多くの国々の間で締結されたが、温暖化防止の実施手

段など詳細なルールは決まっていない。５月１０日までの会合に加え、夏に事務レベルの

協議を持ち、ポーランドのＣＯＰ２４で合意を目指す。先進国用のルールブックと途上国

用のルールブック２冊を作る意味合いを持つものだ。途上国の交渉担当者は野心を隠さな

い。その狙いは大ざっぱに言えば、先進国には厳しい規制を、そして途上国には緩い規制

を適用する。今後両者の対立は先鋭化するものと思われる。

先進国と途上国が対立する根底には温暖化対策への考えの違いがある。途上国は、温暖化

は先進国の無計画な産業政策などが引き起こしたため先進国が重い責任を負うべきとの立

場を取っている。一方、先進国下図を見れば、途上国はすでに先進国の排出量を超えてお

り、今後はさらに増加が見込まれており地球全体として捉えるなら、温暖化防止のために

CO₂の排出には途上国も同等の責任を持つべきであると先進国は主張している。さらにさ

らに今後の劇的な変化を期待するなら、かなりCO₂排出削減を達成している先進国が努力

しても効果は薄く、途上国に努力してもらった方がより効果が期待出来るというのが先進

国のロジックである。そして、交渉の主たる論点は以下である。

① 各国のCO₂排出削減目標の決定と順守の確認

② 目標達成を評価する際の基準と透明性

③ 途上国への資金援助の充実

上記の３点につきる。

さらに途上国はパリ協定発効前の２０２０年以前も先進国が取り組みを強化するように要

求している。私案として新興工業大国すなわち中国、インド等のCO₂排出を削減出来れば

地球規模で見れば効果は絶大と言える。
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2018.4.29 日経新聞より引用

尚ＷＨＯの発表によれば、毎年世界中で７００万人が大気汚染（ＰＭ２．５等）による呼

吸器系の疾患により死亡していると推測している。地球規模として温暖化防止を防ごうと

いう認識は途上国には低く、経済成長に伴う排出量を認めるべきと主張している。そして

達成度の検証方法においても、先進国と途上国で差を認めるよう求めている。また先進国

による途上国への資金支援の拡充も訴えている。途上国を引っ張る立場にある世界最大の

排出国中国、その中国は国内排出を３０年頃に減少に転じさせるという目標を掲げるが、

これは「特段の対策なく達成出来る水準」と指摘されている。

中国が先頭に立って緩いルールを主張、その結果他の途上国もなびきつつあるのが現状で、

温暖化防止のパリ協定の実効性を失わせるリスクも存在する。

一方協定から離脱を表明したアメリカであるが実際に離脱できるのは早くて２０年１１月

であり、それまでは交渉への参加は可能であり、これまでも実際に代表団を派遣してきて

いる。パリ協定が始まるのは２０年であり、トランプ大統領は今年１月にパリ協定復帰の

可能性に言及するなど流動的であり、２０年１１月には新大統領が選出される可能性も出

て来ており、パリ協定への復帰を視野に交渉は進みそうだ。

高崎ＲＣ創立６５周年記念例会のご案内

日頃はクラブの運営にご協力いただき有難うございます。

さて、下記のとおり高崎ＲＣより創立６５周年記念例会のご案内が届きました。当クラブ

２０周年記念例会にも９名の方にご出席いただいておりますので、多くの方にご参加いた

だきたくご案内申し上げます。

なお、参加される会員の方にはクラブより１万円の助成があります。

また、宿泊や参加行程のお手配等は下記発着時間を参考に各自にてお願いいたします。

【行 き】 金沢駅発 14：46 高崎駅着 17：01 はくたか568号

【帰 り】 高崎駅発 21：04 金沢駅着 23：21 はくたか577号

高崎ロータリークラブ会長 森田 岳志

創立６５周年実行委員会委員長 児玉 三郎

高崎ロータリークラブ創立６５周年記念例会のご案内

謹啓 仲冬の候、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

高崎ロータリークラブは、１９５４年３月創立以来、今年度６５周年を迎えることがで

きました。これもひとえに皆様の温かいご支援の賜物と厚く御礼を申し上げます。

つきましては、下記のとおり６５周年記念例会を開催致します。

ご多用中とは存じますが、ご臨席の栄を賜りたく謹んでご案内申し上げます。 謹白

記

１．日 時 ２０１９年３月２５日（月） 受付１８時００分 点鐘１８時３０分

２．場 所 ホテルグランビュー高崎

高崎市柳川町７０ TEL 027-322-1111
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３．登録料 おひとり様 １２,０００円

※２月１５日（金）までにＦＡＸ(262-2241)又はメールにてご返信ください。

１月の花 水仙 さざんか

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10：00～16：00 木曜例会日16：00～ 休日（土日祝日)

クラブ例会予定
1/24 杉山正樹氏卓話
1/31 宮永満祐美会員

オリエンテーション＃ 1

2/7 吉田 翔氏卓話
2/14 卓話者未定／理事会
2/21 大樋長左衛門氏卓話
2/28 宮永満祐美会員

オリエンテーション＃ 2


