
会長　橘F 克和君
中米のハイチで起きた大地震

は皆さんも報道でご存知のよう
に想像以上の被害が出ているよ
うです。24日に保健当局からの
報告として、大地震による死者
が25日までに15万人に達するとの見方を示し
ました。保健相は「それ以上、どれだけの人
が死亡したかを推計するのは困難だ」との事。
TV報道でも映していましたが、各地で暴行
や略奪が絶えず、国連軍などが暴徒の鎮圧に
乗り出しているようです。日本からも医療班
を中心に活躍しているようですが、一刻も早
く復興を望むところです。
今から15年前の1月17日、阪神淡路大震災

が起きましたが、マグニチュード7.3、震度7、
死者6,432人で、同地域では未曾有の規模の地
震災害でした。ちょうど15年目という事で特
集を組まれて報道されていましたので、過去
の新聞を調べてみました。日本では多くの企
業も迅速な救援活動を展開されております。
セブンイレブンでは、ヘリコプターやバイ
クを動員し、1万6,000個のおにぎりと飲料水
を毎日無料提供したとの事。独自のボランテ
ィア・チームを組織して現地に送り込んだ企
業は枚挙にいとまがなく、佐世保からも多く
の皆さんが行って活躍された記憶がありま

す。日本としての誇りは、被災者同士の助け
あいでした。世界中に報道されていましたが、
ボランティアの人がペットボトルの水を一本
一本配っていて、大人数の家族に２本渡そう
とすると、「１本で結構、残りは他の人に分
けてください」と言われて、心を打たれたと
書いてあります。また「たいへんな被害状況
です。でもそれよりも全世界の皆様にお伝え
したいことは、これだけの災禍の中で、何一
つとして暴動も略奪も起きていないというこ
とです。」
昔の日本人といったほうが良いのかもしれ
ませんが、日本人にとっては何でもないこと
が実は世界の中では希有

け う

なことであります。
今後も残していきたい事だと思います。

【理事会報告】

①ハイチ地震義援金
友愛基金より 100,000円　

②職業情報委員会
千住会員退会により、
新委員長　田中丸善弥氏
（職業奉仕委員長と兼任）

③「世界に翔く佐世保人」冊子
印刷代他、送料を含めて約50万円
第2740地区よりロータリー財団補助金
８万円、残り約42万円を友愛基金より
拠出。
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2009～2010年度 テーマ THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS 
 　　   ― ロータリーの未来はあなたの手の中に ― 
2009～2010年度 R.I.会長 ジョン・ケニー（グランジマウスRC・スコットランド） 



○ロータリーソング「それでこそロータリー」
○ビジター
佐世保南RC 馬郡　謙一君

幹事　石井　正剛君
１．第2740地区 高城　昭紀ガバナー事務所
地区ホームページ更新のお知らせ
1月25日

２．第2740地区財団奨学・学友委員会
委員長　笠

リュウ

慶宣
ヨシノブ

君
2011-2012年度 派遣国際親善奨学生募集要項

地区への申請書提出期限 2010年4月10日

３．北松浦ロータリークラブ
幹事　前田　治伸君

ＩＭ出席の際のお願い

①ネームプレート各クラブご持参
②携帯電話はフル充電をお願い致します
③車の件

４．島原ロータリークラブ
会長　喜多　清基君

インターアクト年次大会実行委員長
大場　堂志君

昨年8月29日・30日 年次大会報告書送付に
ついて

５．長崎県障害福祉課
長崎県ＣＳＲ通信No.45

６．海上自衛隊佐世保地方総監部広報係
機関紙「西海」が届いております。

７．つくも苑 所長　松尾　康弘様
機関紙「展海」が届いております。

■親睦活動委員会 委員長　古賀　　巖君
長寿祈願並びに祝賀会の案内

平成22年2月3日貉
11:00 亀山八幡宮
18:30 富士国際ホテル
出席よろしくお願いします。

■プログラム委員会 委員長　円田　　昭君
卓話の候補者の紹介をよろし

くお願いします。

■ローターアクト委員会
委員長　三浦桂一郎君

長崎国際大学RAC国際文化体験報告

期日／平成22年1月16日貍
場所／広田地区公民館
目的／藺異国の料理を調理し、

食文化を学ぶ。
藺日韓の正月の遊びについての知識を
深め、体験を通じて交流を深める。

料理部門では、フィリピン料理のアボド、
メキシコ料理のタコス、韓国料理のチヂミを
作りました。参加者全員、積極的に調理に参
加してくれ、和気あいあいと作ることができ、
美味しく頂くことができました。
文化体験部門では、韓国のユッノリやツホ、
日本のビー玉やメンコの体験をしました。日
本、韓国、フランスやカナダ、アメリカなど、
多国籍なメンバーでしたが、共に笑ったり、
喜んだり、悔しがったりなど、文化の壁を越
えて楽しむことができました。

■出席委員会 斉藤　宏隆君
2月24日の100％出席例会に
是非ともご出席お願いします。
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親睦活動委員会　納所　佳民君

○結婚記念月のお祝い

名誉会員　米海軍佐世保基地司令官
フランシス・ザヴィエル・マーティン

ジュリア様ご夫妻（1月4日）

松本　由昭・洋子様ご夫妻（1月11日）
田中　龍治・英子様ご夫妻（1月14日）
東　陽三郎・妙子様ご夫妻（1月15日）
田中丸善保・栄子様ご夫妻（1月19日）
池田　　誠・直子様ご夫妻（1月28日）
米倉洋一郎・幸子様ご夫妻（1月31日）

親睦活動委員会　武田喜一郎君

橘F 克和会長、石井　正剛幹事

古賀　　巖君、米倉洋一郎君

高橋　理一君、才木　邦夫君

池田　　誠君、納所　佳民君

増本　一也君、武田喜一郎君

鬼木　和夫君、飯田　満治君

斉藤　宏隆君

原田　孝（九電相浦発電所）さんの卓話に期
待して。

西村正一郎君

平戸街道を歩く
1月24日、見事な快晴の中、久しぶりに「平

戸街道」をウォーキングしました。区間は佐
世保市体育館前から佐々町の三柱神社まで約

14km、参加者は約130人でした。この区間は、
2003年に佐世保ロータリークラブが、俵一里塚
に記念碑と街道の要所、要所に「道しるべ」
を設置した区間です。主催者は毎月、各区間
を歩いています「平戸街道ネットワークの会」
で、2月例会で100回を数え、多くの市民に歴
史発見と、健康増進に役立っております。道
しるべ設置についても主催者より私どもに感
謝の言葉を頂きました。
今後も毎月第4日曜日に開催が予定されてい

ますので、田平から彼杵までの6区間（約66km）、
好きなところをチャレンジされたらいかがで
すか？予約不要ですから天気と体調をみなが
ら参加し、400年前の松浦藩、殿様街道に思い
を寄せてください。（したに～、したに～）
（次回は2月28日豸 9時30分、佐々駅前より江
迎まで約11km 資料代300円）

藤井　　隆君

潜龍駅はMR（松浦鉄道）の駅です。ＩＭ出
席の方はたまにはローカル線のご利用を。

三浦桂一郎君

来月実施予定のローターアクトの盲導犬チ
ャリティーバザー用の品物の出品が少なく開
催がおぼつかない状況ですので、数多くのご
提供をお願い致します。

東　陽三郎君、田中丸善保君

池田　　誠君、米倉洋一郎君

松本　由昭君

結婚記念月のお祝いありがとうございます。
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ニコニコボックス

慶　　　祝

ニコニコボックス 本日合計 21,000円

累　　計 552,000円

◇



『太陽光発電』

会員　原田　　孝君
（九州電力㈱相浦発電所）

●低炭素社会の日本
西岡秀三氏（ロータリーの友　2010.1より抜粋）

石油などの化石燃料エネルギーから再生可能
エネルギーへの転換

藺平成21年8月　ラクイラサミット合意
「先進国が2050年までに、今の温室効果ガス
の排出を80%削減」

藺100年後に4℃の気温上昇
IPCCは、このまま炭素を出し続けると、100
年後には気温が4℃上昇すると予想。

（IPCC：気候変動に関する政府間パネル）

また、3～4℃上昇すると地球システム全体
が悪循環する可能性があるので、2℃以内に
とどめようとしている。
そのCO2濃度は、400～420PPMだといわれて
いる。
藺あと10～20年後にCO2濃度は400～420PPM 
産業革命以前 CO2濃度は280PPM ⇒ 現在
380PPM
今、1年で2PPMずつCO2濃度は増加

●我が国の地球温暖化対策目標
日本は世界トップクラスの温室効果ガス削減
目標を提示　

藺平成19年5月　安倍総理（当時）
美しい星へのいざない「Invitation to 『Cool
Earth 50』」で「世界全体の排出量を現状に
比して2050年までに半減する」ことを提案。
藺平成21年9月　鳩山総理
「1990年比で言えば2020年までに25%削減」
をめざす。

●太陽光発電システムの新たな買取制度
藺太陽光の余剰電力を政府が定めた価格で電
力会社が買取る制度を導入

住宅用買取価格 48円/kWh（これまで24円
/kWh、設備費の低下に伴い減額）
藺電力会社が買い取るのに要する費用は、電
気使用量に応じ需要家に転嫁

●太陽光発電システムのコスト回収の試算
藺太陽光の設置費用の単純回収年が、約10年。
太陽光の寿命は、約20年。
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（今週の担当　芹野　隆英）

クラブ会報委員会 委 員 長 芹野　隆英　　委　員 池田　　誠・小川　芳寛
副委員長 平尾　幸一　　 納所　佳民

＊次回例会予告＊

国土交通省九州地方整備局
長崎河川国道事務所

所長　大儀　健一様

卓　　話

 

 

支出 

現在の 
コスト 
回収 

新制度下 
のコスト 
回収 

太陽光発電システム　約185万円（※1） 

国の支援 
（補助金・減税） 
約43万円 
（※2） 

電気料金節約額 
（10年間の合計） 
約35万円 

余った電力の売電収入 
（10年間の合計） 

約50万円 
（※4） 

新制度による 
10年間の売電収入 

現在の家庭の負担 
（設置後 10年時点） 
約37万円 

グリーン 
電力価値、 
自治体補助 
約20万円 
（※3） 

国の支援 
（補助金・減税） 
約43万円 
（※2） 

電気料金節約額 
（10年間の合計） 
約35万円 

 
 

約50万円 
（※4） 

余った電力の売電収入 グリーン 
電力価値、 
自治体補助 
約20万円 
（※3） 

※1　太陽光発電システム価格は2009年1月～3月に受理した補助金申請実績に基づき試算。なお、システム設置に係わる金利・
　　  メンテナンス費用や設置後に発生する修繕費などは考慮していない。 
※2　補助金：1kWあたり７万円＋住宅ローン減税（約19万円） 
※3　グリーン電力価値売却収入（自家消費分）については、1kWhあたり約５円として試算。証書発行事業者との個別契約など
　　  が別途必要。 
　　  自治体補助の有無は自治体により異なるが、支援措置を講じている自治体（都道府県・市町村レベル）の補助額平均は1kW
　　  あたり約3.8万円（08年度）。（例）東京都では、09年4月から1kWあたり10万円の補助制度を実施。 
※4　発電容量：3.5kW　売電比率：平均６割、発電効率：約12％、売電単価：現在 24円/kWh、新制度下 48円/kWhと仮定して試算。 

藺低炭素社会を、技術立国である日本のビジ
ネスチャンスと捉えるべき。
藺あと40年で枯渇することが、段々現実味を
帯びてきた石油を、「何に、どう使うか」が
大きな課題。


