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RI第2650地区のスローガン

会　長　田村　康夫

鯖江ロータリークラブ会長方針 

「感謝で繋ぐ」

開 会 点 鐘
四 つ の テ ス ト
ロ - タ リ - ソ ン グ
好意と友情の握手タイム
会 長 の 時 間 等
閉 会 点 鍾

鯖江商工会議所３階中ホール　　

夢を語り、現在を刷新
Review From the future and Renew

人類に奉仕する
ロータリー

老壮青　今、日々を大切に
その為に・・・

卓話

テーマ

出席率71.8％

「日本と世界のエネルギー事情」
日本原子力発電㈱敦賀技術渉外・広報グループ

森　 丈　男 　 様

RACとの合同夜間例会
（会場：富士屋会館）

第2794回
3/10(金)

第2796回
 3/24(金)3月第3例会3月第2例会

第2794回
3/10(金）

例会報告

ロータリーソング

第2795回
   3/17(金)  3月第4例会

点鐘：18:30

「それでこそ
　ロータリー」

点鐘：12:30

野中　敏昭
　ソングリーダー

卓話

テーマ

点鐘：12:30

注意：鯖江商工会議所４階大ホール

「私のニット人生」
（協）鯖江市繊維協会理事長

野尻　利雄　様

ゲスト及びビジター紹介と会長の時間　

好意と友情の握手タイム

大島  恒彦  
　　次年度会長
　本日のお客様は
日本原子力発電㈱
敦賀技術渉外・広
報グループ 森 丈

幹　事　報　告　

「ローターアクト会員増強大作戦 2017」

帰山　明朗　幹事
　来週 17日（金）
の例会はRACとの
合同夜間例会。時間
は午後 6時 30分
点鐘、会場は「富士

屋会館」。当日は３名のアクト会員候補の
方も参加予定。
　3月24日の例会会場は鯖江商工会議
所のご都合で４階大ホールに変更とな
る。直前にFaxでの案内をするが、お間
違えないようお願いする。
　４/９地区大会には多くのご参加申し
込みをいただきお礼申し上げる。大会終

男様と池田りゅう子様。
　2/11に京都にて財団補助金管理セミ
ナーに川手次年度幹事と出席した。（この
セミナーを受けないと補助金申請資格が
なくなる）地区補助金は「やんしき祭り」、
「交通安全体操」でいただいている。グロ
ーバル補助金は30,000ドル以上の規
模で2ヶ国以上の共同提唱が必要。
　来年度の鯖江 RC補助金限度額は
6,630ドルで、2015 ～ 16 年度の 1人
当たり寄付金 221ドル（2650 地区 97
クラブ中 15番目）だったので、それの
30倍の金額。毎年これぐらいの寄付額
をしているが、他のクラブよりも申請額が
少ない。来年度は補助金交付基準に沿っ
て、より多くの補助金申請出来る事業をさ
せて頂きたいので、ご提案をどしどしお
申し出頂きたいと思う。

了後に、鯖江北・鯖江ＲＣ合同での懇親
会を企画した。当日の詳細については本
日お手元に配布の文書の通りだが、
①当日はサンドーム施設の正面入り口付
近に10時集合。参加者みんなでまとまっ
て会場入りをする。今回は、地区大会会場
が近いこともあり移動バスは準備してい
ない。申し訳ないが、各自、現地集合でお
願いする。なお自家用車で来られる際は、
お声掛けしあっていただき、出来るだけ
乗り合わせてお願いする。
②大会スケジュールはご覧の通りだが、
大昼食会にはお酒が出るのでお含みお
きいただきたい。
③服装は、男性は、今年度誕生月配布の
ＲＣマーク入りネクタイ着用。女性は、同
じく誕生月配布のスカーフ着用でお願い
する。なお、誕生月が４．５.６月の方はプ
レゼントがまだなので、当日までに暫定的
にお渡しするので、ご了承いただきたい。
④地区大会後「鯖江北・鯖江ＲＣ合同懇
親会」を行う。開始は、17時予定の大会
終了後、そのままご移動いただき、お集ま
りになり次第開始したいと思う。会場は、
東鯖江８号線沿いの「獏の棲む森」の別
館コミュニティーホール。なお、登録料と
して、お一人 4,000 円を当日徴収させて
いただく。この懇親会の出欠については
配布の用紙で24日までにお知らせいた
だきたい。以上宜しくお願いする。
　最後に、4/9の地区大会での決議案に
ついて、2650 地区よりお知らせが届いて
いる。広報の掲示板に貼りだしているの
で、ご一読のほどよろしくお願いする。　
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卓　　話

テーマ

　卓話者の紹介　
　孝久　治宏　プログラム委員長
　本日の卓話者は、日本原子力発電㈱敦
賀技術渉外・広報グループ 森 丈男様と
池田龍子様。同社は1957年設立。北陸
・東京・関西等の国内９電力会社が出資

し、電力会社向けに電気卸事業を営業。66年茨城県東海発電所
営業運転開始、70年敦賀発電所1号機営業運転開始。現在福井
県には、同社２・関西電力11の商業炉13、日本原子力研究開発
機構のもんじゅ等の原型炉２の計15基ある。「世界と日本のエ
ネルギー事情」のテーマで、無報酬の奉仕として卓話願う｡

日本原子力発電㈱敦賀技術渉外・広報グループ
　森　 丈 男 　様
　「世界のエネルギー事情」は、
・世界の人口は増加傾向にある
　特にアフリカは、2015年11億人の人口
　が、2100年には43.9億人になると予想

・エネルギーの需要も増加傾向
　1965年に40億トン未満だった世界の消費量が、2014年には
　129.3億トンにも推移している。
・エネルギーの価格も上昇傾向
　1973年頃の第1次オイルショック、1979年頃の第2次オイル
　ショックでは、世界的に石油を手に入れることが困難となり、そ
　れに伴う値段が跳ね上がり、国内産業・経済に大打撃を受け
　た。そして、現在も高値傾向にある。
・エネルギー資源は有限である
　世界のエネルギー埋蔵量は、
　石　油：1兆7001億バーレル（後53年で無くなる）
　天然ガス：187兆ｍ2（後54年で無くなる）
　石　炭：8915億トン（後110年で無くなる）
　ウラン：590万トン（後99年で無くなる）

・日本が輸入する化石燃料の相手国
　原　油：①サウジアラビア②アラブ首長
　　　　  国連邦③カタール
　天然ガス：①オーストラリア②カタール
　　　　  ③マレーシア
　石　炭：①オーストラリア②インドネシ
                 ア③ロシア
　ウラン：①オーストラリア②カナダ③南アフリカ
・エネルギー基本計画
　平成27年7月に、経済産業省が決定した。
日本における2030年の電源構成（エネルギーのベストミックス）
について具体的数値を定めた。
　原子力発電：20～22％
　再生可能エネルギー：22～24％
　（水力8.8％、太陽光7％、風力1.7％等）
　火力発電：56％
　（天然ガス27％、石炭26％、石油3％）
　我が国の産業や国民生活の維持発展を続けていくため最低
限保証しなければならないもの、それは、食料・エネルギー・安
全保障ではないだろうか。
　エネルギー資源のほとんどを海外からの輸入に頼っている我
が国が、これまでどのようにエネルギーを安定確保してきたか、
特に昭和40年代後半のオイルショック以降、石油に頼る割合を
減らし色々なエネルギー資源によるリスク分散を図ってきた。ま
た、輸入する相手国を複数確保しカントリーリスクも行ってきた
一方、エネルギーの一つである電気（「経済の血液」と言われて
いる）も、同様なリスク分散により安定供給を行ってきた。
　変貌する国際情勢の中、我が国における今後のエネルギー
安定確保はどうあるべきか、政府の動きも見ながらお考えいた
だければ幸いに思う。　どうぞよろしくお願いする。

プログラム

「日本と世界のエネルギー事情」
日本原子力発電㈱敦賀技術渉外・広報グループ

編集：会報委員会

森 　　丈　男　  様

小計 ￥  13,000　
累計 ￥867,000

酒井　芳則　会員
野中　敏昭　会員
窪田　健一　会員
齋藤多久馬　会員
木村　　明　会員

にこにこＢＯＸ報告

家　庭　会　合　報　告　
第1班
孝久　治宏　チーフ
　2/22　田村会長宅にて開催、6名
出席。テーマは「北クラブとの合併に
ついて」準備委員会発足の話が出た。
概ね合併に賛成だった。間部詮勝

公の書等、お宝鑑定で盛り上がったり、1962年の航空写真
等でまちづくりの話の花が咲いた。

第2班
酒井　雅憲　チーフ
　3/1　田村会長宅にて開催、沢山
の酒と沢山の料理で、非常に楽しい
家庭会合を開催できた。
テーマの北RCとの合併は、皆さん大
歓迎。ただし、北さんには北さんの事

情があると思うので、代表の方皆さんで慎重に進めていた
だきたいという意見があった。

誕生祝と勤続祝いを頂いて
結婚祝いを頂いて　卓話を楽しみに
卓話に期待して
　〃
よいことがありますように　早退します

第3班
瀧谷えみ子　会員
　2/24　田村会長宅にて開催、10名出
席。テーマの「北RCとの合併について」は、
全員ウエルカムで一致した。合併するにあ
たり、実行委員会を設けるということで、北

RCさんの意見をよく聞いて、慎重にやっていただきたい、吸収合併
ではなく、対等合併の形で、また、新クラブの名前をどうするかにつ
いても、北RCさんの意見をよく聞いてお互いが納得する形で決め
ていただきたい。という要望が出た。


