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会長　飯田　満治君
会員の皆様に、直接植樹していただいた島瀬

公園の桜も満開となりました。まさに本格的な
春が訪れようといたしております。しかしなが
ら、東北地方を中心に起こった大震災から2週間
を経過いたしましたものの、まだまだ被害の全
容が全体として判明せず、福島の原子力発電所
の問題も少しずつ解決に向かっているとはいえ、
予断を許さない状況でございます。私たち九州
から見れば、遠く離れた場所でございますが、
それでも、それぞれの周辺で、ご親戚や、友人
の皆さんや、仕事を通じてかかわりのある皆さ
んなどが被害にあわれたりされております。心
からお見舞いとお悔やみを申しあげる次第です。
一方で復興に向けて、「がんばれ東日本」支援

が、国の内外を問わず広がってまいりました。
また、報道を見ながらではございますが、被災
者の皆さんも強い意志で復興に向けて頑張って
おられます。私たちの佐世保ロータリークラブ
では、本日、朝長則男佐世保市長にお会いし、
佐世保市役所を通じて震災被害に対しまして300
万円の寄付をいたすところでございます。会員
の皆様によって積み立てられた浄財が、被災地
の復興に少しでもお役にたてれば幸いでござい
ます。また、日本全体も経済的に大きな試練を
克服していかねばなりません。私たちロータリ
ークラブの会員の多くは経済人であります。私
たち自身、明るい「希望」を持って頑張ってい
かねばならないと思うのであります。
震災の影響で、ロータリーの活動にも種々の課

題が発生してまいりましたが、地区としての対応
などについて、福田・志久両ガバナー補佐により、
5・6グループの緊急会長幹事会が今週金曜日に招
集されました。佐世保クラブとして、しっかり考
え方を構築して臨みたいと思います。会員の皆様
の変わらぬ協力、よろしくお願いいたします。

○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 川原　正寛君
佐世保西RC 江口　圭介君
○ゲスト
長崎国際大学RAC

会長　福田　綾菜さん
幹事　山口モナミさん

国際奉仕委員長　川嶋　早紀さん
国際奉仕委員　　松永　夕加さん

幹事　古賀　　巖君
１．国際ロータリー日本事務局
①ロータリー財団管理委員会より伝達
マルチプル・ポール・
ハリス・フェロー・ピ
ンの贈呈
鬼木　和夫会員

②経理室より
ロータリーレート2011年4月のレートお知らせ
1ドル 80円（現行84円）

会　長　挨　拶

例 会 記 録

幹 事 報 告

2010～2011年度 テーマ BUILDING  COMMUNITIES,  BRIDGING  CONTINENTS　― 地域を育み、大陸をつなぐ ― 
2010～2011年度 R.I.会長 レイ・クリンギンスミス（カークスビルRC・アメリカ） 
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２．第2740地区第5グループ
2011～2012年度ガバナー補佐 山本　浩平君
新年度ガバナー公式訪問およびクラブ協議会
日程について（お願い）
佐世保RC クラブ協議会　8月10日貉
公式訪問　8月17日貉

■次年度会長　梅村　良輔君
会長エレクトおよび幹事研修セミナー報告
日時／2011年3月12日貍　15:00～
場所／ガーデンテラス長崎
出席者／会長エレクト　梅村　良輔

次年度幹事　　田中丸善弥
岩永ガバナーエレクトより次年度地区方針の発
表があり、地区のスローガンは2011-12年度 国際
ロータリー会長 カルヤン・バネルジー氏のRIの方
針を協調し、①家族 ②継続 ③変化の三本柱とす
る。2011-12年度 RIのテーマ「こころの中を見つ
めよう、博愛を広げるために」。深く自己を省み
ることによって、人類が皆、同じ夢、同じ希望、
同じ願望、同じ問題を分かち合っていることを
理解していただきたい、との主旨です。
RIの理事会は2007年よりクラブ運営について、

クラブ・リーダーシップ・プラン（CLP）という新し
い考え方を導入しました。今までは四大奉仕委
員会（クラブ・職業・社会・国際奉仕）を常任委員
会としていましたが、CLPでは「管理運営」「会
員増強」「公共イメージ」「奉仕プロジェクト」
「ロータリー財団」の5委員会を常任委員会にす
るようになっています。これに関し、岩永ガバ
ナーエレクトはこの推奨は受け入れず、従来通
りのクラブ運営を行う、とのことでした。

■親睦活動委員会 委員長　富永　雅弘君
観桜例会について
こういう時期ではございますが、観桜例会に

つきましては予てご案内のとおり、4月30日貉 18
時30分より富士国際ホテルで開催いたします。
皆様のご出席をお願いいたします。

■ローターアクト委員会 委員長　F木　友輔君
長崎国際大学ローターアクトクラブは、3月5日

に役員交代式を行いました。本日は新会長、幹
事などを紹介いたします。皆様ご存知と思いま
すが、新たな決意をもって臨みますので、メン
バーに発表してもらいます。

○長崎国際大学RAC 会長　福田　綾菜さん
3月5日の役員交代式には、14名ものロータリ

アンの方々に来訪いただきありがとうございま
した。活動報告ですが、19日に佐世保駅前で東
北関東大地震の募金を行い、たくさんの方の協
力を得ることができ、83,484円もの義捐金が集ま
りました。協力してくださった方の中には、東
京のロータリアンの方もおられました。

○幹事　山口モナミさん
4月14日貅 18時30分からハウステンボスJR全日

空ホテルで例会を行いますので、参加をお願い
いたします。

■職業情報・職業活動表彰委員会
委員長　黒木　政純君

○職場訪問のご案内
日時／平成23年4月27日（水）

14:15 石井海陸前集合
14:30～　現地到着　施設内見学
15:00～　プラネタリウム観賞

（所要時間約45分）
場所／佐世保市総合教育センター

（佐世保市保立町12番31号）

○卓話
日時／平成23年4月27日貉　13:00～例会にて
卓話者／佐世保市総合教育センター

センター長　古川　様

F木　友輔君
この度、社の4月1日付の異動に

伴い、佐世保ロータリークラブを退
会することになりました。佐世保
ロータリークラブには一昨年の8月26
日に入会させていただき、1年7ヵ月
という非常に短い間でしたが、皆さまからの温
かいご支援の下、楽しく過ごさせていただきま
した。
入会当初は会員の皆さまのお顔とお名前が一

致せず、またお名前を間違えてお呼びするなど、
失敗の連続で大変ご迷惑をお掛けいたしました
が、最近ではほんの少しだけゆとりを持って例
会に出席させていただいておりましただけに、
この場を離れるのは非常に残念です。1年目の出
席委員、親睦委員に続き、2年目ではローターア
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退 会 挨 拶
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クトの委員長までさせていただき、本当に有り
難うございました。長崎国際大学ローターアクト
クラブのメンバーの若いエキスを堪能しながら、
60周年記念事業でもあった「犬とのふれあいイ
ベント」にも参画でき、大変感謝しております。
今後、私はこの歴史ある佐世保ロータリークラ

ブを離れますが、この短い間にお教えいただい
たロータリー精神を礎として、今後の日々の生
活を送って行きたいと思います。私にとって佐
世保ロータリークラブに入会させていただいたこ
とは、一生の誇りです。最後に一句、「失って
初めて解る　ロータリーの良さ」 1年7ヵ月、本
当にお世話になり、有り難うございました。

親睦活動委員会　高橋　理一君
○結婚記念月のお祝い
山下　尚登・智子　 様ご夫妻（5日）
藤井　　隆・眞紀子 様ご夫妻（6日）
安福鴻之助・佐和子 様ご夫妻（9日）
佐藤　丈治・由起子 様ご夫妻（9日）
武井　洋一・幸子　 様ご夫妻（17日）
長島　　正・圭子　 様ご夫妻（18日）
原口　増穂・紀代子 様ご夫妻（20日）
梅村　良輔・涼子　 様ご夫妻（25日）
菅沼宏比古・美砂子 様ご夫妻（25日）
芹野　隆英・洋司枝 様ご夫妻（26日）
加納洋二郎・眞理　 様ご夫妻（30日）

親睦活動委員会　松本　由昭君
佐世保南RC 川原　正寛君
お世話になります。

F木　友輔君
1年7ヵ月と短い間でしたが、大変お世話にな

りました。佐世保ロータリークラブへ入会させ
ていただいた事は、私の人生の中で誇りです。
ありがとうございました。

橘F 克和君
佐世保南RCの前年度会長 川原正寛さんのご来
訪を歓迎して。

山田　眞弘君、米倉洋一郎君、F瀬　宏滋君
F木　友輔君、富永　雅弘君、平尾　幸一君
鬼木　和夫君、梅村　良輔君
九電　久富洋一君の卓話に期待して。

藤井　　隆君、梅村　良輔君、原口　増穂君
長島　　正君、佐藤　丈治君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。

東　陽三郎君
誕生祝いをもらいましたので。

指揮　井手　孝邦君
「早春賦」合唱

『地球温暖化対策の動向と原子力関連情報』
会員　久富　洋一君
（九州電力㈱相浦発電所所長）

Ⅰ．地球温暖化対策の動向
（1）温室効果ガス排出の現状
二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二

窒素（N2O）、代替フロン等3ガスなどが温室効
果ガスと言われています。
地球の平均気温は約15度ですが、もしも地球
上に温室効果ガスが全くなかったとすれば、平
均気温はマイナス18度となり、人間は生活し難
くくなります。

慶　　　祝

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 18,000円

累　　計 606,000円

◇

歌 の 時 間

卓　　話



二酸化炭素（CO2）は地球温暖化に及ぼす影響
がもっとも大きな温室効果ガスです。二酸化炭
素（CO2）の濃度は産業革命の頃から増えはじめ、
第二次世界大戦後、急激に増加しています。こ
の状況を続けることは、地球環境の破壊につな
がります。
国別一人当たりのエネルギー起源CO2の排出

量を見てみると、世界平均は4.39（tCO2/人）、
アメリカ18.38、中国4.92、インド1.25、日本は
9.02となっています。

（2）地球温暖化問題への対応①
（2008～2012年：京都議定書第一約束期間）
1988年　気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）発足
1994年　気候変動枠組条約発効
1997年　京都議定書採択（COP3）
2005年　京都議定書発行
2007年　IPCC 第4次評価報告書公表
2008年～2012年　京都議定書第一約束期間

京都議定書：
1997年、第3回気候変動枠組条約締約国会議

（COP3）が開かれ、この会議の中で議決した議
定書のことを「京都議定書」といい、二酸化炭
素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、
代替フロン等3ガスの合計6種類を対象ガスと
し、2008年～2012年の5年間で、先進国全体で
少なくとも5％（日本は6％）削減を目指すこと
が定められています。

（3）地球温暖化問題への対応②
（2013年以降：ポスト京都議定書）

○IPCC第4次評価報告書概要
温暖化は、人為起源の温室効果ガスの増加が
原因とほぼ断定され、地球の自然環境は、温暖
化の影響を受けている。最近の100年間で、世
界の平均気温は0.74℃、海面は17cm上昇。
産業革命前より2.0℃～2.4℃の上昇に止める

ためには、2015年までに排出量を減少に転じさ
せ、2050年には少なくとも2000年比で半減させ
ることが必要。

○ポスト京都議定書（2013年以降）の動向
2009年9月　国連気候変動首脳会議
全ての主要国の参加による意欲的な目標の
合意を前提に、日本は1990年比で2020年ま
でに25％削減を目指すと表明。
2010年11月　COP16
日本政府の目指す次期枠組みの基礎となり
うる「カンクン合意」を採択。
京都議定書の第二約束期間の設定は回避。

Ⅱ．原子力関連情報
原子力発電は、蒸気でタービンを回して発電
する点では火力発電と同じです。違いは火力発
電のボイラーが化石燃料を使用するのに対し、
原子力発電ではボイラーを原子炉に置きかえ、
ウランを燃料としていることです。発電燃料の
需要は、原子力42％、石炭27％、LNG18％、石
油5％となっています。

Ⅲ．まとめ
地球温暖化は人類にとって共通の問題であ

り、世界全体で解決しなければなりません。経
済成長と環境問題のバランスをとって発展する
必要があります。
低炭素社会の実現にむけて当社の取り組みと
しまして、電気の供給面では非化石エネルギー
（原子力など）の利用拡大と電力設備の効率向
上を目指します。電気の使用面では、電化の推
進、省エネ情報の提供、当社自らの省エネの一
層の推進を行っていきます。
我が国が持続的に発展するためには、エネル
ギーの供給側と使用側の相互協力が必要です。
ご理解とご協力をお願いします。
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クラブ会報委員会 委 員 長 松尾　文隆　　委　員 石井　正剛・幸良　秋夫
副委員長 納所　佳民　　 高橋　理一

（今週の担当：高橋　理一）
（カメラ担当：石井　正剛）

＊次回例会予告＊

観桜例会　
18時30分～　富士国際ホテル


