
会長　中島　祥一君
11月16日から11月19日にかけて、台南ロー
タリークラブとの姉妹クラブ契約更新に行っ
てまいりました。高雄の空港で熱烈歓迎を受
け台南へ。ただ、今までと大きく違っていた
ことは、メンバーが少し変わったことです。
いつも出迎えて頂いた楊再禮（エチケット）、
荘煌山（リーダー）両氏の姿がなかったのが
残念でした。代わりに楊皆得（トイス）さん
が、76歳のご高齢にもかかわらず案内役を引
き受けていました。
翌日、台南ロータリークラブとの姉妹クラ
ブ契約更新を無事に済ませ、36年の永きに亘
る友情を確かめてまいりました。そこには先
輩諸氏のお姿が見事に生きておりました。歴
史は作り伝えるものと心から感じたわけであ
ります。また、時の流れを大いに感じさせる
訪問でもあったようです。
尚、荘煌山（リーダー）さんは、手術もう
まくいき、杖をつきながらも元気なお姿を見
せていただきました。楊再禮（エチケット）
さんは、大腸がんがみつかり、その後動脈瘤
まで発見され、手術は成功し、自宅待機とい
った状況でした。尚、来年6月に現会長 李建
男（ニット）さんが来佐を希望されています。

○ロータリーソング「それでこそロータリー」
○卓話者
佐世保市環境保全課　環境計画係長
大谷　政輝様
○佐世保中央RC 赤田　義博君
○ゲスト
地区交換学生
侍依仁（ジェニファー）さん

幹事　富永　雅弘君
１．RI日本事務局
12月ロータリーレートのお知らせ
1ドル118円（11月と同じ118円）

２．RI事務総長　エド・フタ（布田）君
第4ゾーンにおける理事ノミニー候補者の
選出について
締め切り　2007年1月1日まで

３．RI第2740地区
地区大会実行委員長　西村　金造君

大会幹事　藤田　智久君
①12月2日貍地区大会本大会のご案内
1. 名札　2. 登録受付　3. 会場内の座席
4. 喫茶コーナー　5. 喫煙コーナー
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6. 昼食　7. 交通機関、駐車場
（プリントをお配りします。）

②地区大会新世代関連プログラムのお知らせ
14:00～15:50
障害児施設（三和みのり園）での交流会
17:30～18:30
新世代の集い（於：ホテルニュー長崎）

③交通手段等の確認について（調査）

４．交換学生　松永　夕加さん
10月報告

５．東日本観光㈱
相談役　玉村　文夫君（東京RC）

ソルトレイクシティ国際大会参加旅行募集
案内送付のご案内
旅行パンフレット

■世界社会奉仕委員会
委員長　田中丸善弥君

台南ロータリー姉妹クラブ締結更新の報告
去る、11月16日～11月19日にかけて、中島
会長はじめ会員10名にて、日本からわずか2
時間30分あまりのフライトで到着する、今世
界で一番戦争の危機があるホットな国「台湾」
の台南RCを訪問してまいりました。
現地到着から台南RCのメンバーの皆さん

の心温まる熱烈歓迎と、気温28度の熱帯気候
とあいまって汗をかきながらの到着となりま
した。
締結会場では、過去13回、36年間にわたる
相互交流の重みを改めて感じる両会長のスピ
ーチの中、当方中島会長、長島大委員長、そ
して私田中丸が署名させて頂き、無事に更新
の調印（2006.10.21～2009.10.21まで）をする
ことができました。同行くださった池田、福
田、大神、玉野、加納、富永、木村各会員に
も重ねてお礼申しあげます。ありがとうござ
いました。
尚、今回は中島会長のご許可を得て、台北

にて僅か3ヵ月でも目を見張るように現地に
溶け込んでいる派遣留学生の松永夕加さん
と、そして来日留学生ジェニファーのご両親
ともお目にかかり、会食を共にいたし、意義
ある国際交流もできました。ご両親からは佐
世保のメンバーの皆様へ、くれぐれも宜しく
お伝えくださいとのことでした。

■親睦活動委員会 委員長　F田　俊夫君
忘年家族会のご案内
2006年12月16日貍 玉屋7階

■財団奨学・米山委員会
委員長　川冨　正弘君

大神邦明会員より譛ロータリー米山記念奨
学会への寄付をいただきました。

親睦活動委員会　溝口　尚則君
○結婚記念月のお祝い

井手　弘和・睦身　様ご夫妻
玉井　　晃・雅子　様ご夫妻
橘闍 克和・さなえ様ご夫妻
闍口　純一・晶子　様ご夫妻
増本　一也・光子　様ご夫妻
長富　正博・桂子　様ご夫妻
坂田　邦壽・悠紀子様ご夫妻
冨田　　宏・みどり様ご夫妻
闍橋　章文・頼子　様ご夫妻
鐡富　誠也・育美　様ご夫妻

親睦活動委員会　E富　誠也君
坂田　慎吾君、田川　邦男君
大谷　政輝さんの卓話に期待します。

藤井　　隆君
出席100％（1年目）の記念品ありがとうご
ざいます。

玉井　　晃君、橘F 克和君、F口　純一君
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ょっと肌寒く感じるくらいかもしれません。
そんな時は、服装で調整したいものです。寒
い冬を温かく過ごすためのちょっとしたコツ
を考えましょう。

３．6％
京都議定書 ～地球温暖化防止に向けた最

初の一歩

地球温暖化はその影響が地球全体に及びま
す。地球規模での問題解決が必要となるため、
国際的なルールが作られました。それが、
1992年にできた「気候変動枠組条約」と、そ
れを土台にして1997年にできた「京都議定書」
です。日本は京都議定書のもと、温室効果ガ
スを6％削減することを世界に約束しました。

京都議定書の概要

４．1m↑＝-90％
海面上昇 ～砂浜がなくなる!?

地球温暖化は海にも影響を与えます。海水
が温められて膨張したり、南極の棚氷などが
溶けだしたりして海面が上昇します。海面が
1m上昇すると、日本の場合、砂浜の約90％
が失われる恐れがあります。日本のみならず、
世界中の沿岸に住んでいる人たちも大きな影
響を受けることになるでしょう。

藺沈みゆく国
地球温暖化によって気温が上がると、海水
温や海面の上昇、氷河の減少、海流の変化な
どが起こります。
すでに様々な地域で海面上昇の影響が報告
されていますが、中でも南太平洋の島々は深
刻です。洪水や台風の規模が増大したり、砂
浜がけずられたり、飲み水としている井戸な
どへ海水が入ってしまったり…様々な影響に
よって、苦しんでいる人々がいます。

長富　正博君、E富　誠也君
結婚記念月のお祝いありがとうございます。

親睦活動委員会　委員長　F田　俊夫君
歌の時間「汽車」合唱

『身近な地球温暖化対策と佐世保の自然』
佐世保市環境保全課
環境計画係長
大谷　政輝様

１．3―1＝2
ヒートアイランド～都市が熱くなっている

日本の平均気温は、この100年で1.0℃上昇
しました。しかし東京の平均気温は同じ期間
に3.0℃も上がっています。この差「2.0℃」
は、「ヒートアイランド現象」が原因だと考え
られています。都市部に住んでいる人は、夏
というと「ムシムシうだるような暑さの中ス
ーツで歩き回るが、電車や建物の中は冷房で
寒い」、冬というと「外はビル風などでとて
も寒いが、電車や建物の中では暖房で汗をか
いてしまう」という情景を思い出す人も多い
のではないでしょうか。こういった暮らしが、
さらなる気温の上昇を引き起こしています。

２．20℃
冬 ～けっこうイケる。寒い冬をあたたか

く乗り切る方法

冬の暖房の設定温度の目安は20℃以下。ち
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ニコニコボックス 本日合計 8,000円

累　　計 448,000円

◇

委員会タイム

卓　　話 対象ガス（6ガス）
二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFC、
PFC、SF6

削減基準年 1990年（HFC、PFC、SF6については、1995年）

目標達成期間 2008年から2012年の5年間

削減目標 先進国全体で5.2％削減（日本は6％削減）



５．40%
食料不足 ～あなたのご飯が消えていく

地球温暖化は、私たちの食料にも影響しま
す。農作物の収穫量や魚の漁獲量が変化した
り、地域ごとの特産品が変わるかもしれませ
ん。現在、日本の食料自給率は40％しかあり
ません。地球温暖化の影響が深刻になったら、
私たちの食卓はどうなってしまうのでしょう
か？

６．地球温暖化防止への取り組みにご協力を!
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（今週の担当　古賀　　巖）

クラブ会報委員会 委 員 長 古賀　　巖　　委　員 小川　　洋・長富　正博
副委員長 隈元　勝則　　 松尾　文隆・町　　　孝

新会員研修会・懇親会 2006.11.15

＊次週例会予告＊

卓話　　徳勝　宏子様

佐世保市地球温暖化対策地域推進計画における温室効果ガスの削減目標 

市内における2010年（目標年）の温室効果ガス 
排出量を、1990年（基準年）比で6％削減する 

地球温暖化防止への取り組み 

重点事項 
蛬 

1. 地球温暖化問題への意識向上　2. 省エネルギー行動 
3. 自動車からの排出削減　　　　4. ごみの減量化 

台南ロータリークラブ訪問 2006.11.16～11.19


