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２月のロータリーレートは１ドル＝１１０円 「My Rotary登録状況：11/39≒28％、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

１．ロータリーソング

『 四つのテスト 』

２．武藤清秀会長挨拶

《食 事》

３．ゲスト・ビジターのご紹介

ゲスト・ビジター なし

４．皆出席顕彰 該当者なし

５．米山記念奨学会より藤間勘菊カウンセラーへ感謝状

の贈呈

６．幹事報告・委員会報告

〔幹事報告〕東海林副幹事：米山記念奨学会からの「2018年寄附金領収証」を事

務局より皆様へ郵送しておりますのでご確認をお願いします。

〔委員会報告〕金沢南RC50周年担当 助田会員：3/5「金沢南クラブ

50周年記念講演」について出欠の報告が約半数となっています。今

日が締切ですので、お帰りまでに事務局へお返事を伝えていただく

様お願いします。また5/6には記念のゴルフコンペがあります。これにつきまし

ても、締切は３月ですが参加・不参加を事務局までお知らせください。

７．ニコニコＢＯＸ紹介 \6,000- 本年度\396,100- 残高\4,413,265-

武藤清秀会長：皆さん今晩は。少し冬らしい天気になってきました。お体に気

をつけてお過ごし下さい。宮永さん、オリエンテーションよろしくお願い致し

ます。

大路孝之会員：宮永様、今日のオリエンテーション、よろしくお願いします。

杵屋喜三以満会員：久しぶりの出席です。今年もよろしくお願い致します。

８． オリエンテーション ＃１

宮永満祐美会員：オリエンテーションを３回シリーズでやってくださいということで、

あらためて勉強させていただき作ったスライドをお見せしながらやりたいと思います。

例会便り
第 948 回

1 月 31 日

ホテル日航金沢５Ｆ

例会出席 18/41 43.90 ％

助田忠弘 S.A.A. 12 月例会出席率 63.42 ％
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私の仕事で人間が興味をひく４分類というのがあって「人」「場所」「活

動」「物 」の４つです。私はその中で「活動」に対して興味のある人間な

ので、今日のスライドは、そういったフィルターがかかっているかと思い

ます。もっとこういう事を聞きたかった・知りたかったということがあり

ましたら、今日の終りにおっしゃっていただいて２回目（2/28）・３回目

（4/25）に反映させていきたいと思います。

第一回目 始まりと組織 身近な言葉

1905年2月23日 弁護士のポール・ハリスによってシカゴで立ち上げられた。さまざまな

分野の職業人が集まって知恵を寄せ合い、生涯にわたる友情を培うことのできる場をつく

ることがハリスの夢でした。

ロータリーという名は、当時、各メンバーの職場を順番にミーティング場所として使って

いたことに由来します。

ロータリーの三つの特徴

1.国際性

創設16年で6大陸に広がりました

日本では 1920年 東京ロータリークラブが設立

2.粘り強さ

第二次世界大戦中 ドイツ イタリア オーストリア スぺイン 日本 はロータリー

から脱退せざるを得なかった 非公式でミーティングを続けたとのこと

3.奉仕へのコミットメント

1979年からポリオの活動 野生型ポリオウイルスがいるとされている国は、現在3か国

ロータリーの綱領

1.奉仕の機会として知り合いを広めること。

2.自己の事業と専門職務の道徳的水準を高めること。（要約）

3.個人生活、事業生活及び社会生活に常に奉仕の理想を適用すること。

4.国際間の理解と親善と平和を推進すること。（要約）

”奉仕と友情を大切にしている”

ロータリーの組織

�クラブ 金沢百万石ロータリークラブ

�分区 石川第一分区B

�地区 2610地区(石川 富山)

�ゾーン2 グアムと日本の一部 ゾーンの数は34

ロータリークラブの数

クラブ 35,728

ロータリアン 1,211,447

世界の人口 73億人 ロータリアンは 0.017% ( 1万人に1.７人)

全世界のロータリーで女性は 22.7%

石川第一分区B

�金沢西ロータリー 1964 �白山ロータリー 1967

�金沢北ロータリー 1973 �野々市ロータリー 1980

�金沢みなとロータリー1993 �金沢百万石ロータリー 1998

�白山石川ロータリー 2001 点 鐘
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パストガバナーからの手紙 376回 2019.2.7 炭谷 亮一

バイオマス発電の問題点

植物由来の燃料を使う再生可能エネルギーのバイオマス発電では、政府は２０３０年に

国内電力消費の約４％をバイオマス発電で賄う目標を掲げている。

実は政府が保証する電力買取り価格が魅力で、企業によるバイオマス発電所の建設計画は目標の２倍以

上に積み上がった。ところが肝心要の燃料の調達難で大半が稼働出来ないとの見方が浮上している。し

かも燃料の種類によっては逆に環境負荷を高めかねないとの懸念も出ている。

現在稼働する発電所は認定量の２～３割にとどまっており、バイオマス発電の事業計画は過半が稼働し

ないと経済省は試算している。

バイオマス発電は主として植物燃料を使った火力発電なのに再生可能エネルギーに位置付けられるのは、

植物は成長過程で二酸化炭素を吸収し発電時に排出するCO₂を相殺するために再生可能エネルギーと位置

付けられている。

政府は１２年、国内の林業や製材業で生じる燃利用を念頭に、固定価格買取制度（ＦＩＴ）による電気

買取りを始めた。２０３０年には太陽光に次ぐ再生可能エネルギーに育つと期待されてきた。ところが

ふたを開けてみると、調達コスト高から国産燃料の発電所の建設申請は一部にとどまっている。一方で

海外産燃料を北米や東南アジアから輸入する案件が続々と動き始めた。

バイオマス発電の主な燃料は木質ペレットで、３０年の発電目標を満たすには年間３４万トンの輸入が

必要にもかかわらず、１６年に日本が輸入した燃料はわずか数１０万トンだった。アメリカの調査会社

によれば、１６年度中に世界で流通した発電用ペレットは１４００万トンに過ぎず、このままでは日本

の需要を賄えないのは自明である。

１７年９月までの１年半で、原子力発電所１０基に相当する約１万キロワット分のバイオマス発電所の

建設が申請されたが、その９６％が輸入燃料を当て込んだ要件であり、普及が進んだ太陽光発電の買取

り価格が下がる中、再生可能エネルギー発電所の建設計画がバイオマスに集中した。大半の企業は燃料

調達計画がたたない中の申請だった。

悪いことは重なるもので、最近は燃料の量だけでなく質でも問題が浮上した。日本の企業は東南アジア

で生産され食用油となるパーム油で発電所のディーゼルエンジンを回さず低コストで発電が出来る。と

ころが原料であるアブラヤシの農園は森林の乱開発を助長するとの懸念が世界中で広がってきた。欧米

ではパーム油での発電を認めていない。政府は適正に生産されたパーム油のみを燃料として認める方針

だが、国際認証を取得した油の流通量は世界で年間１２００万トンである。日本で認定を受けた発電所

がすべて稼働すれば、その過半を燃料に使ってしまうことになる。

パーム油で発電する企業は環境などに配慮して投資先を選ぶ非エコ企業となり投資の対象外となるリス

クも生じてきている。

東日本大震災の後、国内の資源を有効利用した一石二鳥の再生可能エネルギーとして注目が集まった、

バイオマス発電。

しかし海外で原料調達のために森林破壊を生じさせる結果とも成りうるとの皮肉な事態に、実際に大規

模バイオマス計画を持つ再生可能エネルギー大手レノバ社は、パーム油発電の計画を白紙にした。そし

て社長は「持続可能性を担保出来ない以上、取り組むべきでない」と語っている。バイオマス発電に黄

色信号がともっている。

高崎ＲＣ創立６５周年記念例会のご案内

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。
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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

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

３．登録料 おひとり様 １２,０００円

上記のとおり高崎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

※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 〒920-0852金沢市此花町3-2 ライブ１ビル2F 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
2/7 吉田 翔氏卓話
2/14 北村信一会員卓話／理事会
2/21 大樋長左衛門氏卓話
2/28 オリエンテーション＃ 2

宮永満祐美会員
3/7 吉田麻由氏卓話
3/14 岩本歩弓氏卓話


