出席率
先々週の出席率
ヴィジター
先週の
メークアップ

会員54名中41名
85.71%
三条北ＲＣより 中條耕二君
12/13 ﾛｰﾀﾘｰ財団ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（柏崎）へ
野崎正明君 田代徳太郎君
12/13 三条ﾛｰﾀｰｱｸﾄへ 谷 晴夫君

挨拶をさせていただきます。
本日 7 日より、気候変動枠組み条約の COP15 がコペンハーゲンで開
催されます。
国立環境研究所は、2008 年の人間活動に起因する CO₂排出量が、前
年比で 2％増加し、一人当たり年間 1.3 トンとなり過去最高とする報告を
まとめ、科学誌「ネイチャージオサイエンス」に発表しました。
同研究所によりますと、エネルギー起源の CO₂排出量は 1990 年比で、
4％増加。毎年排出される CO₂の内、大気中に残る割合は平均 45％、残
りは森林などに吸収されますが、過去 50 年間で CO₂の大気中の残存量
が増加していることが判明し、排出量の増加や温暖化の影響で、森林など
の吸収量が低下している可能性があると報告しています。
三条南ロータリークラブ

佐 藤

会長

嘉 男

鳩山首相が、9 月に国連の場で表明した 90 年比 25％減という削減率
は各国に比べて異様に高く、米国や中国が駆け込みで、2020 年までの温
室効果ガス削減の中期目標を公表しました。米国の目標は、2020 年まで
に 05 年比 17％減で議会の反対に遭い京都議定書の批准を断念した経験
を踏まえ、下院を通過した気候変動対策関連法案での削減数値を採用し、
1990 年比に換算して 3～4％にとどまる目標は、京都議定書で約束した
7％より低く、日本の 25％や欧州連合の 20～30％との差が大きい。
また、中国は 2020 年までに 05 年比で 40～45％削減するとしまし
た。しかし、これは排出削減の絶対量ではなく国内総生産量（GDP）単
位当たりとし、成長が続けば排出量は増えていく、すなわち、中国経済が
現在のように毎年 年 8％前後の成長を続ければ、20 年後の GDP は 05
年比で 70％増える見通しです。しかし、中国が削減目標の数値を初めて
出した姿勢は評価されています。

国際ロータリー会長 ジョン・ケニー [スコットランド]
第2560地区ガバナー植 木 康 之 [柏 崎]
第４分区ＡＧ
米 山 忠 俊 [三条北]
会
長
佐 藤 嘉 男
幹
事
荒 澤 威 彦
Ｓ Ａ Ａ
熊 倉 高 志
事 務 局 〒955-8666三条市旭町2-5-10
三条信用金庫 本店内
TEL 0256-35-3477 FAX 0256-32-7095
E-mail info@sanjo-minami.jp
URL http://www.sanjo-minami.jp

鳩山首相は「すべての主要国の参加による意欲的な目標の合意」を日本の大幅削減の前提条件としましたが、
この米・中の“歩み寄り”で、日本は 25％から下方修正を言い出しにくくなっています。
この国連で表明した 90 年比 25％減という削減率は、日本の省エネへの取り組みは他国に先行して進められて
来て、削減余裕の多い国とは全く事情が違います。国民生活や企業の経営に、過度の負担がかからない範囲まで
削減目標を下げるべきと思われます。
現在は、日本経団連の発表で、産業部門とエネルギー転換部門における 08 年度の CO₂排出量は、90 年度比
10.5％減の 4.5 億トン、07 年度比では 11.3％減で、不況による生活活動の減少や、発熱量あたりの CO₂排出
量を表す CO₂排出係数の改善により、排出量が大幅に改善しました。
鉄鋼業界は省エネ関連の設備投資として、71 年～89 年の約 20 年で約 3 兆円、90 年～08 年までで 1.7 兆
円の投資を実施し、今後 2020 年までに最先端の省エネ技術を導入し、年間 500 万トンの CO₂排出削減計画
を発表しました。
CO₂排出量は、産業界（工場等） 90 年度 4.6％減の 460 百万トン、運輸（自動車等）16.7％増の 254 百
万トン、業務その他（オフィスビル等）39.5％増 229 百万トン、家庭は 30.0％増 166 百万トンであります。
これからは、大中企業だけでなく、小零細企業や一般家庭での CO₂削減が必要となり、例えばガス型給湯器をヒ
ートポンプ型に換え（年 300ｋ削減）、太陽光発電を一般住宅に導入（年 2200Ａ[3.5ｋＷタイプ]）出来ます
が初期に 240 万円位のコストアップにつながります。
前政権の試算によりますと、25％の排出削減の結果、家計は 360 万円の負担増となり、粗鋼生産量の 2 割
削減など産業活動の抑制も必要としていました。しかし、現政権の有識者会議は 11 月 24 日、全てを国内の削
減努力でまかなった場合、国民一世帯当たりの可処分所得は、最大年 76 万 5 千円減少するという報告書が提出
されました。
全員で CO₂排出削減について会社・家庭で真剣に考える必要があると思います。

拝啓
ロータリー財団を代表し、年次プログラム基金に多大なご支援をお寄せ下さった
貴ロータリークラブの皆さまに厚くお礼を申し上げますとともに、この特別な
2008－09 年度クラブバナーの表彰をもって感謝の印とさせていただきます。世
界に 33,788 あるロータリークラブ（2009 年 6 月 30 日現在）の中でも、貴クラ
ブは以下の部門において卓越した功績を残されました。
●100％「財団の友」会員クラブとなった世界でわずか 566 クラブのうちの 1 クラ
ブ（１ロータリー年度中にクラブの正会員全員が年次プログラム基金に 100 米
ドル以上を寄付していなければなりません）
●「毎年あなたも 100 ドルを」クラブとなった世界でわずか 940 クラブの 1 クラブ（表彰資格を得るには、クラブ
の正会員全員が年次プログラム基金にいくらかの金額を寄付し、クラブ一人当たりの寄付が 100 米ドルに達
していなければなりません）
この特別なバナー表彰に象徴されるように、世界中のロータリアンが世界で末永く影響を与え続ける有意義な人
道的・教育的プログラムを提供し、「夢をかたちに」することが可能となったのも、貴クラブの多大なご支援の
お陰です。誠にありがとうございました。
敬具
ＲＩﾛｰﾀﾘｰ財団寄付増進部長
エリック・ジュメリング

荒 澤

威 彦

幹事

日本ロータリー親睦ゴルフ大会事務局より
「日本ロータリー親睦ゴルフ全国大会第 21 回沖縄大会」のご案内
日 時
2010 年 3 月 15 日（月）
会 場
琉球ゴルフ倶楽部
登録料
15,000 円（賞品代 懇親会費 通信費他）
プレー代
20,000 円
※詳細は事務局までお問合せ下さい。

国際奉仕委員会

田代

徳太郎 委員長

2010 年度の国際ロータリー年次大会がカナダモ
ントリオールで開催されます。ロータリー活動の奥
深い活動を体感するとともに、各国のロータリアン
との友情の和を是非深めて頂きたいと思います。
地区での参加旅行が 2 コース設定されています。
ご検討いただければと存じます。

Ａコース｜モントリオール大会 6 日間
2010 年 6 月 17 日（木）～22 日（火）
旅行代金 368,000 円
Ｂコース｜モントリオール大会 5 日間
2010 年 6 月 18 日（金）～22 日（火）
旅行代金 328,000 円

～12 月 7 日 19,000 円
今年度累計 298,000 円～

三条北ＲＣ
中條君
佐藤（嘉）君

佐藤会長始め会員諸兄の益々のご健
勝をお祈りします。西巻さん、坪井先生
と同席で幸せです。
今日は大寒です。寒くなりました。
体には充分お気をつけ下さい。先週か
ら風邪のため孫から隔離され、さみしい
一週間を過ごしてしまいました。
今日は総会、宜しくお願い致します。

荒 澤 君

今年初の鴨を食べて来ました。焼鴨を
食べ過ぎてまだ顔が脂っぽいです。

馬塲（信）君

『ロータリーの友12月号』横組みＰ２９
右下に高田クラブの大谷君と握手をし
ている写真が掲載されていました。嬉し
さのあまりＢＯＸに協力します。

吉 井 君

次々年度の当南クラブ会長の誕生おめ
でとうございます。

丸山（徹）君

白内障の手術をしました。別世界のよう
に明るく鮮明に見え、若返った気分です。

佐藤（秀）君

早 退 し ます ので ＢＯ Ｘに 協 力 し ま す 。

飯山君、坂井（範）君、鈴木（圀）君、鈴木（武）君、
谷君、韮澤君、野中君、丸山（征）君

８名で各自少々ですが、ＢＯＸに協力
大渓君、田代君、田中君、永桶君、西巻君、野崎君、
馬場（一）君、平松君、星野君、若井君、渡邊（光）君

BOXに協力します。

2011～2012 年度会長候補者選出の件

佐藤

嘉男 会長

10 月 26 日開催の指名委員会において、2011～2012 年度会長候補者に、鈴木圀彦君が推薦され、吉井 41
代会長にご同行いただき、鈴木圀彦君よりご承諾いただきました。
本日の理事会にて承認され、ここ総会にて会員皆様にお諮り致します。

満場一致にて承認されました。ありがとうございました。
｜ 2011～2012 年度会長候補者

鈴木

圀彦 君

ただただ戸惑っております。担当の方から「当番なのだから･･･」との説
得でお引受けした次第です。
入会して 17 年になります。1992 年 10 月、入会前日に「地区大会に
出席せよ」とのご指示で、当時栗山ガバナーでしたが、新潟の地区大会に出
席致しました。今思えば、理事会、会員の皆さんに入会の承認はいただいて
はおりましたが、例会にも出席していない者がいきなり公の地区大会に･･･
良かったのでしょうか？ そんなことを思い出しました。
まだ、抱負とか目標とか全く白紙の状態です。何もわかりません。そんな
状況ですので、初心の、入会時の思い出をお話させていただきました。
Ｓ19．12.11生

1992年10月入会

1995～96年度 （丸田 肇一会長） クラブ会報委員長 2003～04年度 （長谷川晴生会長） 職業分類委員長
武会長） 雑誌委員長
1996～97年度 （鈴木
2005～06年度 （佐藤 栄祐会長） 人間尊重委員長
1999～00年度 （韮澤喜一郎会長） ｽﾏｲﾙﾎﾞｯｸｽ委員長 2008～09年度 （吉井 正孝会長） 幹事
2001～02年度 （吉田 行雄会長） 幹事
※マルチプル・ポール・ハリスフェロー

米山功労者

16年連続100％出席

ロータリーの友12月号についてご紹介いたします。

1

表紙の写真は、日本三大曳山祭の一つ秩父神社の大祭、裏面は名古屋市
秋葉山圓通寺の火渡り神事を写したもので、夜祭の雰囲気がよく出てい
ます。

2

今月は「家族月間」、ジョン・ケニーＲＩ会長が『ロータリー家族』と
いうメッセージを伝えています。
全てのロータリアンはロータリー家族の一員で、ロータリアンの配偶
者や子供達、ロータリーのプログラム、仕事にかかわった全ての人々が
その家族に含まれます。ローターアクトの皆さんも家族の一員であると
可能な限り歓迎し、ロータリー家族の一員であることを実感できるよう
にしましょう。ロータリアンは家族と一緒に活動することが明日へとつ
ながるのです。

12 月号紹介
3

P6より家族とともに活動しているクラブの話が載っています。
家庭集会、障害児施設での労力奉仕、コーラスでつながる家族の輪、夫
婦での職場見学等々です。

4

国際ロータリー元会長夫人セリア・ジアイさんの「ロータリーとともに
歩む配偶者たち」で、配偶者のロータリーに対する歴史及びその活動の
いかに大きいかをということを述べています。

5

P14の「世の中を救う方法」の記事では、女性が女性を救う話が色々と
取り上げられ、少し手助けすれば年間50万人の妊婦が死亡することも
少なくすることが出来る。色々手助けを考えて見ては･･･。

6

縦組みＰ2～ 囲碁棋士 武宮正樹氏のスピーチが載っています。医師で
ある父から囲碁を学び、囲碁で身を立てることとなったわけです。
話の中でなる程と感じたことは、「プロの場合は先を読んで打っている
のではなく、20手、30手先をこういうような世界になるだろうと想像
しながら打つのです。考えるというのは速度でいうと音の速さのような
ものです。ところが感じるというのは光の速度です。ですから、速くて
いい手が打てるのです。」･･･このことが大変印象に残りました。
詳細はどうぞ本紙をお読み下さい。

クラブ会報委員会

「友」インターネット速報

Ｎｏ．405

渡邉 久晃

2009 年 11 月 18 日

1989 年 11 月のある夜、 西ベルリンのヒルトンホテルのロビーは、国際研究会に
出席していた何百人ものロータリアンでごった返していました。彼らは、ホスト・ホ
スピタリティーの行事に向かおうとタクシーを待っていました。しかし、タクシーは
一台も現れません。
ようやくホテルの従業員が現れ、マイクで案内しました。研究会の開催者でベルリン・
スプリー・ロータリー・クラブ会員のピーター・ロレンツ氏は、そのときの様子を語
ります。
「その従業員は次のように伝えました。『皆さまにはしばらくお待ちいただかな
ければなりません。お呼びしたタクシーはホテルにやって参りません。通りが、東
ベルリン市民であふれかえりふさがっています。（ブランデンブルク）門が開放さ
れ、壁が取り壊されたのです。私たちは、28 年間彼らがやってくるのを待ち続けて
きました。そこで、皆さまにもお願いがあります。私たちといっしょに彼らを待っ
ていただきたいのです』」

1990 年に取り壊される前のベ
ルリンの壁。間もなく統一される
ドイツでロータリーが果たす役
割への意気込みが書かれてい
ます。

20 年前の 11 月に崩壊したベルリンの壁は、ヨーロッパの政変の歴史的な始まりを象徴するものでしたが、こ
れはロータリーにとっても新たな時代の幕開けを意味するものでした。 今日、ベルリンの壁崩壊は、東ヨーロッ
パで復活したロータリーの出発点と広く考えられています。
11 月 9 日の出来事に衝撃を受けたドイツのロータリアンは、ドイツの再統一に歓喜するとともに、これがロ
ータリーにとって何を意味するのかを考えていました。 しかし、壁が取り壊されている間にも、彼らは忙しく活
動しました。ベルリン・ティーアガルテン・ロータリー・クラブの会員は、東ベルリンからやってきた人々をお
茶とコーヒーで迎え、西ベルリンの地図を渡しました。地図を渡したのは、東ドイツの地図には、西ベルリンの
地図が載っていなかったためです。「コーヒーは冷めてしまいましたが、地図は大好評でした」と、ベルリン・
ティーアガルテン・クラブ会員のユルゲン・トルマン氏は振り返ります。
壁崩壊後の数週間、数カ月間に渡り、西ドイツのロータリアンは、ケムニッツ、ドレスデン、ライプチヒなど、
かつて東ドイツにあった都市にクラブを復活させるための方策を練りました。
オーストリアとドイツの地区ガバナーは、ロータリーを旧東ドイツのほかにも、チェコスロバキア、ハンガリ
ー、ユーゴスラビアを含む隣国に拡大していく計画について話し合いました。また、クラブと地区は、旧東ドイ
ツの地域社会を対象としたセミナーを開始しました。このセミナーにより、たくさんのツインシティー・プログ
ラムやクラブプロジェクトが生まれました。中には、20 年経った今も続けられているものもあります。
東ドイツで育った人々にとって、「奉仕クラブ」という概念はなじみのないものでしたが、ドイツが再統一さ
れてから 1 年以内に旧東ドイツに 49 の新クラブが誕生しました。
ベルリンの壁崩壊の最中、西ベルリンで国際研究会に出席していたヒュー・アーチャー元 RI 会長は、 1990
年 3 月に旧ソビエト連邦のクレムリン宮殿を訪れ、奉仕団体という概念をソビエト当局に紹介しました。その 3
カ月後、モスクワ・ロータリー・クラブが誕生しました。
1995 年の秋までに、再統一されたドイツに 91 の新クラブが結成され、ロータリーは、瞬く間に東ヨーロッ
パに広がっていきました。
この記事は、オーストリアとドイツの公式地域雑誌、「Rotary Magazin」の記事を編集したものです。

方
便

（寛延四、軽口浮瓢箪）

侍が路上でしゃっくりが出て
とまらず、難儀致しております
と、道ばたに寝ておりました乞
食が、むっくり起き上がりまし
て、いきなり「親のかたき、尋
常に勝負に及べ！」と、つめ寄
りますので、侍大いに驚きまし
て、
「身共は人を討ったる覚え
なし、必ずはやまるな」と申し
ますと、乞食が、「しゃっくり
が直ったら一文下さりませ」

保証書付

（元禄十四、百登瓢箪）

嫁入り道具に蒔絵の 品々をあ
つらえようと、塗師をよびまし
て、
「値段は高くともよい。念
を入れて頼む」と申しますと、
塗師が心得顔で、
「お気遣いはご無用でございま
す。出来合いと違い、手前ども
のは、たとえいくたびお興入れ
なさいましても、決して剥げる
ようなことはございませぬ」

東京銀座ＲＣ元会員 岡田晃雄著
「江戸小咄和英文柄」から
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◆南ＲＣ
クラブ休会
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◆三条ＲＣ
クラブ休会

◆東ＲＣ
クラブ休会

※記帳できます

３

10

17

24
/31

※記帳できます

４

５

６

７

◆南ＲＣ
クラブ休会

◆北ＲＣ
新春例会
石川勝行会長

◆三条ＲＣ

◆東ＲＣ
会長新年挨拶

11 成人の日

12

13

14

◆南ＲＣ
休 会

◆北ＲＣ
外部卓話
三条市長
國定勇人様

◆三条ＲＣ

◆東ＲＣ

外部卓話
三条市長
國定勇人様

卓話
菅家敏彦会員

18

19

20

21

◆南ＲＣ
◆北ＲＣ
「ロータリー
「ロータリー
理解推進月間」
理解推進
坂本洋司
月間」
Ｒ情報委員長 米山忠俊ＡＧ

◆三条ＲＣ

◆東ＲＣ

「ロータリー
理解推進
月間」

卓話
鈴木 毅会員

25

26

27

28

◆南ＲＣ
新 年 会
１８：３０～
於：松木屋

◆北ＲＣ
新 年 会
１８：３０～
於：ﾜｼﾝﾄﾝ
ﾎﾃﾙ

◆三条ＲＣ
会員卓話予定

◆東ＲＣ
新 年 会
１８：３０～
於：加賀苑

※記帳できます

＊近隣ＲＣ例会変更のお知らせ
●加茂ＲＣ
●吉田ＲＣ
●分水ＲＣ
●燕ＲＣ

ルソーとミレーの記念碑

１月１４日（木）新年会
１５日（金）新年会
１９日（火）新年会
２１日（木）新年会

ジャン＝フランソワー
ミレー（1814－1875）
「マーガレットの花束」
1871～74 年

＊オルセー美術館蔵
ロータリーの友 1990 年 1 月号表紙より

卓話
高橋一夫
名誉会員

※記帳できます

記帳場所
加茂産業会館 ２Ｆ
山岸会計事務所
新潟大栄信用組合／本店
燕三条ワシントンホテル

