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＜会長の時間＞ 
本日は、「脱石炭」についてお話を

したいと思います。石炭は、１８世紀

の産業革命以来人間の活動を支えて

きました。しかし、その役割が大きな

転機を迎えています。それは皆さん御

存じのとおり、石炭は燃焼させると二

酸化炭素という温室効果ガスを多く排出し、気候変動を起こす大き

な要因となっているからです。 

日本の電力は、２０１９年において火力発電は７５％で燃料別に

するとLNGが全体の３６％、石炭が２７.８％、石油が２.６％です。

他原子力が６.５％、自然エネルギーが１８.５％、です。ちなみに、

MAYさんの国ミャンマーでは電力不足が課題となっていますが、メ

インは水力発電で乾季には停電がよく起きるそうです。世界の発電

供給割合を見ても、４０％ちかくが石炭火力発電です。なぜこのよ

うに多いかというと、ランニングコストが安いからです。 

昨年１２月に、国連気候変動枠組み条約第２５回締約国会議

（COP25）で、欧州諸国が石炭火力発電廃止を打ち出す中で（フラ

ンス２０２１年、英国２０２５年、イタリア２０２５年、オランダ

２０３０年、カナダ２０３０年、ドイツ２０３８年）、小泉環境大

臣は日本の石炭火力発電の廃止に向けた具体案は示さず国際的

に批判を浴びました。そして、ようやく今年７月に梶山経済産業大

臣が「石炭火力発電の休止・廃止に向けて検討する」とし、小泉環

境大臣が「石炭火力発電の輸出に対して原則的に支援しない」とい

う政策を決定しました。 

この「脱石炭」の動きは、新型コロナウイルス感染症拡大をきっ

かけに世界で大きく加速しています。経済活動の停滞で電力需要が

減少し、気候変動対策を意識する各国の経済政策もエネルギーの転

換を速めています。英国の送電会社は、石炭火力を使わなくても再

生可能エネルギーなどほかの電源で約２ヶ月まかなえたとし、「こ

れだけ長期間石炭ゼロは産業革命以来だ。脱石炭は間地だ」と言っ

ています。 

米国でも、４月再生エネルギーの発電が、初めて月を通し石炭を

上回りました。２０２０年は石炭火力発電が２５％落ち込み、今後

５年でエネルギーに占める割合は１０％まで下落するといってい

ます。 

また、一大石炭消費国であるインドでも、３～４月は石炭火力発

電が１０％以上減り、大気が澄み渡りヒマラヤ山脈がくっきり見え

るようになったそうです。インド政府は大規模な太陽光発電所の導

入を表明し、再生エネルギー関連部品の生産拠点を中国から移転す

る企業を援助することを表明しています。 

欧州でも、オーストリアが４月に唯一の火力発電を休止し、スウ

ェーデンも石炭火力発電の閉鎖を２年早めました。 

コロナ終息後、経済が回復しても石炭の需要は戻らず、安価な再

生エネルギーや天然ガスに需要は進み、新しいエネルギー時代をど

う生きていくかが試されます。日本も、新しいエネルギー時代に乗

り遅れないように早期の経済対策を迫られています。 

 
 

 
 

＜幹事報告＞  

◎ＲＩ日本事務局より 

 ・８月のロータリーレートについて  

１ドル 105円（現行107円） 

◎ガバナー、奉仕プロジェクト部門委員長、 

国際奉仕委員会長より 

・地区世界社会奉仕補助金申請・受付のご案内 

   第1回 8月31日（月）申請受付締切  10月末交付決定 

   第2回 12月25日（金）申請受付締切翌年2月末交付決定 

   ※交付金額は申請プロジェクトの内容を審査し決定します 

◎ガバナーより 

 ・ガバナー月信 電子配信についてのご案内 

2020年8月号より2021年5月号まで、地区ＨＰより 

電子版のみによる配信 https://www.rid2630.jp/?cat=3 

※最終2021年6月号は冊子版発行の予定 

◎日本のロータリー100周年を祝う会 委員長、実行委員会長より 

 ・記念切手「日本のロータリー100周年」発行のお知らせ 

   発売日9月18日（金）発行枚数50万st（1st￥84×10枚） 

・記念式典・祝賀会の開催日程について（開催延期） 

   日程   11月24日（火）⇒ 2021年5月（詳細調整中） 

   会場   ザ・プリンスパークタワー東京 （変更なし） 

◎ガバナー事務所より 

 ・夏季休暇のお知らせ 

ガバナー事務所、地区大会事務所、地区事務所夏季休暇について 

8月13日（木）～16日（日）  

※緊急の際は地区代表幹事 中田090-3307-7957まで 

◎ガバナーエレクト事務所より 

 ・夏季休暇のお知らせ  8月7日（金）～16日（日） 

※緊急の際は次期地区代表幹事 玉木090-3483-7557まで 

＜例会変更＞ 

高  山 … 8月  6日（木）は、 

新型コロナウイルス感染予防のため、取りやめ 

可  児  … 8月  6日（木）は、 

新型コロナウイルス感染拡大のため、取りやめ 

美濃加茂  … 8月14日（金）は、定款により 休会 

＜受贈誌＞ 

美濃加茂ＲＣ（会報） 

 

 

 

＜出席報告＞ 

 

 

 

 

出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

２６名 － ２６名 ３６名 ７２．２２％ 
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＜本日のプログラム＞ 

 お祝い 
◎会員誕生日 

   垣内 秀文    

８．２７ 

 

◎夫人誕生日（当日、ご自宅へ花束をお届け） 

    古橋 直彦   直 子さん   ８．１６ 

    井口 大輔   由美子さん   ８．１４ 

◎結婚記念日、在籍周年記念表彰 

    ナシ 

◎出席表彰 

  伊藤 松寿  ３５年    米澤 久二  ２０年  

      
 

◎３ヶ月表彰 

・伊藤 松寿 ・井辺 一章 

・垣内 秀文 ・下屋 勝比古 

・杉山 和宏 ・田中  武 

・松田 康弘 ・米澤  久二 

垣内 秀文   ３年 

 

 

 米山奨学金贈呈 
８月分奨学金を 

メイ・スイートさんへ 
 
 
 

 

Ｓ．Ａ．Ａ担当例会 
門前委員長  代読 黒木 正人 

こんにちは。本日はＳＡＡの担当例会でございますが、大変申し

訳ないですが、急遽自己都合で休ませて頂きます。ご迷惑掛けます

が、宜しくお願いします。 

本日は一緒にやって頂く委員さんの中から若手の代表として萱

垣さん、そして大先輩の内田さんにＳＡＡについての思いなどを話

して頂こうと思っていますので、この後宜しくお願いします。 

 その前振りとして、少し話をさせて頂きます。 

 現在はコロナコロナで感染者も増えて行き、高山市も含め、この

先どうなるんだろうと心配ばかりが増えて行きます。私の子どもも

東京に居りますが、こんな状況なのでお盆の帰省をあきらめました。 

在宅勤務もままならず、毎日満員電車に揺られ通勤している事を思

うと、本当に心配になりますが、そんな思いをして見える方もこの

中にも多く見えるんじゃないかと思います。 

二三日前に、大阪府の吉村知事が、うがい薬がコロナに効くと会

見されると、あっという間に店頭から当該のうがい薬が消え、イン

ターネット上で何倍もの高値で売られている。少し前のマスク騒動

の時と同じです。こういう状況の中で、善意で動かれる方が沢山見

える中で、医療従事者や関係者に言われなき誹謗中傷をしたり、自

分さえ良ければと考える方が見えるのは、少し寂しい様に感じます。 

 当クラブでは６月から例会を再開しています。昨年度は年明け新

年家族例会は大変盛り上がり、良かったですが、それ以降は新型コ

ロナウイルスにより、全く活動が出来ず、会長・幹事さんも大変残

念な思いをされた事と思います。状況が好転したわけではありませ

んが、何とか再会できて良かったなと思っております。ＳＡＡとし

ましては机やイスをアルコール消毒し、窓を開けたりとして換気に

も気を使い、密を避けると言う事で机に前向きに一人で座って頂く

様なレイアウトにしたりと、感染予防のために出来る事はやって行

きたいと思っています。 

こう言った状況下ではあっても、出来るだけ例会を続けられるこ

とを願っています。また皆さんも、気づいたことが有れば教えて頂

きたいと思います。 

さてＳＡＡの役割は、会場監督として例会を設営・監督する義務

が有ります。活動計画書にも「楽しい例会を」と書かせて頂きまし

たが、普段の例会には中々難しい処だと感じています。それよりは

今は出来ませんが会話を楽しみながら食事をし、そして卓話を楽し

んで頂く。そんな雰囲気の良い例会になる事を務めるのが大切に思

います。そして楽しむことに関しては、新年家族例会など懇親の場

で担当委員会に協力させて頂きながら、盛り上がる様に努めたいと

思います。 

 それではこれから萱垣さん内田さんに、お話をして頂きますので

宜しくお願いします。 

 
萱垣 敬慈 

皆さんこんにちは。門前委員長

から本日のスピーチのお話を頂き

まして今日話をさせて頂きます。

当初はですね門前さんから内田さ

んにもスピーチを頼んでいるから

内田さんの後に頼むよ、と言われ

たんですが大先輩である内田さん

の崇高なお話の後に私の薄ぺらい話をするのはいかがな物かなと、

苦悩の毎日を過ごしていたわけです。するとですね、先週門前さん

から改めて来週のスピーチ頼むよ、でも先輩の内田さんの後ではし

ゃべり辛いだろうから、内田さんの前でいいよ。という事で、それ

まで苦しい毎日を過ごしてきましたが、その一言で一気に解放され

まして浮足立った天国のような1週間を送ってきました萱垣です。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 実は私、5年前に入会して一番最初に頂いた役割がこのＳＡＡで

した。当時はですねＳＡＡが何をするのか分かっておりませんでし

た。まずは例会のある日は早めに会場に来て、入り口でいらっしゃ

った方に名札を渡しなさいという事を言われたわけですけども、勿

論存じ上げている方は名前と顔が一致するのですが、中には名前だ

けは知っているけどもお会いしたことが無い方もいらっしゃいま

して、もし間違えて名札を渡そうものなら、高山から干されるんだ

ろうなと緊張してかなり苦労した記憶がございます。そして今５年

が経過しましたが、この5年間でＳＡＡの皆さんの動きを見てまだ

まだ表面上ですがＳＡＡの役割というのが分かってきた気がいた

します。 

そして本年度再びＳＡＡのお役目を頂きました。昨年だったと思

いますが伊藤松寿さんの卓話でＳＡＡの語源の話がありました。Ｓ

ＡＡは「SERGENT-AT-ARMS」和訳しますと「武装した護衛官」とい

う意味だったと思いますが非常に物騒な印象を受けました。ご覧の

とおり私は丸腰ですし武装と言われましても私が持っているのは

このタスキだけですがこのコロナ渦でも武装が増えました、プラス

ティック手袋とエタノールです。 
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皆さんがお越しになる前に安全に安心して例会に参加できるよ

う例会場のテーブルと椅子を消毒しています。 

今年度の門前委員長の基本方針に「例会が楽しく秩序正しく運営

されるように常に心を配り、気品と風紀を守り、会合がその使命を

発揮できるよう努めます。」とされています。この例会場から感染

のクラスターを絶対に出さないよう努めてまいりたいと思います。 

 この新型コロナ感染症ですけども皆様の所も大変な思いをされ

ている事と思います。私の仕事もご高齢で基礎疾患を持っていらっ

しゃる方が大勢みえますので、非常に神経を使ってピリピリした雰

囲気で毎日を送っていますが、この半年で随分と仕事のやり方が変

わってきました。介護をサービスとして提供するという根幹の部分

は変わりませんが、そのバックグラウンドでは今まで当たり前だっ

た事が実はあまり意味がなかったのではないかという事が分かっ

てきました。なぜ分かったと言いますとそれをやらなくても仕事が

回るんです。それまでは慣例だからとか、それを辞めてしまうと周

りから反発が来るかもという理由だけでやっていた事が強制的に

できなくなった事でやらなくなった。結果、社内での長時間の会議

の頻度が随分減りました。残業も減りました。ＩＣＴ化も進めてい

る最中です。もちろんこれは現状を維持するという意味で仕事が回

っているという事ですので、今後前進していくためにはやはりやる

べき事は方法を変えてでもやっていく必要性は感じています。 

色々と変えて行くことも大事ですが変えてはいけない部分とい

う物もあると思います。不易流行と言えばいいのでしょうか。本質

的に変えてはいけない不易の部分と、時代とともに変わっていく流

行の部分。今まさにこのコロナ渦に対応して変えて行かなければ淘

汰され、かといって本質的な所を変えてしまってはこれもまたおか

しなことになって行く。その見極めがとても重要な時期ではないか

と思っています。このＳＡＡにもきっと不易流行があると思います。

国際ロータリーの長い歴史の中で守り続けてきた事、この１年で門

前委員長の背中を見て学んでいこうと思っています。 

最後に1つだけ！なかなか皆様の前で話す機会が無いので最後に1

つだけＰＲさせてください。この高山西ＲＣには趣味の会として詩

吟の会があります。月に２～３回、昭和町の福祉センターで練習を

しています。高山西ＲＣのＯＢの方や、高山ＲＣの方もいらっしゃ

います。とても楽しい雰囲気で活動しています。楽しいと言っても

決して緩いわけではなくてですね、ひそかに全国制覇も視野に入れ

て練習しています。是非皆様の入会をお待ちしております。なかな

かこの場で「じゃ」というのも難しいと思います。次回の練習日は

来週１２日の19:30からになっておりますので、是非お越しく 

ださい。私が詩吟の会のＳＡＡとして、楽しく秩序正しく練習で

きるように常に心を配り気品と風紀を守り会場までご案内いたし

ますので是非足をお運びください。お願いたします。 

 
内田 幸洋 

ＳＡＡとしての話は萱垣さんがま

とめて下さいましたので、私はこれま

で改めて例会時にはお話しする機会

がなかった自分の業種変更について

触れさせていただきます。 

平成 25 年 3 月をもって、昭和 62

年から社長をしておりました高山ヤ

クルトを岐阜ヤクルトへ譲渡し、その後は研修へ通い二千数百件の

契約を引き継いで、ＡＦＬＡＣの代理店として独立しました。高山

西ＲＣには「乳製品配布」の職業分類で入会させて頂きましたが、

現在「生命保険」で在籍させて頂いている次第です。 

その際に、以前よりあった（有）高山森永牛乳という法人名を現

在の（有）セイルという商号へ変更しました。ちなみにこの「セイ

ル」は、本人に承諾を取り孫の名前を冠したものです。 
 

＜ニコニコボックス＞ 
●堺 和信さん、下屋 勝比古さん 

8月となり、急に夏の日射しが強くなって夏バテ気味になっていま 

せんか？コロナ対策を十分にとって元気に頑張りましょう。さて今 

日はＳＡＡ担当例会です。代打黒木さん先週に続いて登場をお願い 

します。今日はメイさんにも来て頂きました。今度はゆっくり過ご 

しに来てください。2週休みとなります。病気や怪我に気を付けて 

静かにお盆をお過ごしください。 

●米澤 久二さん、田邊 淳さん 

米山奨学生ＭayＳweet さんの参加を大歓迎します。朝早くから遠

い地へお疲れ様でした。 

●内田 幸洋さん 

本日拙い話を少しだけさせていただきます。  

●萱垣 敬慈さん 

本日のＳＡＡ担当例会でスピーチをさせていただきます。よろしく

お願い致します。 

●鴻野 幸泰さん 

本日弁当を作らせて頂きました。毎度ありがとうございます。 

●岡田 贊三さん 

当社は本年8月10日、創業100周年を迎えます。記念事業はコロ

ナ禍のため来年に延期致しました。支えて下さった皆様に感謝申し

上げます。 

●塚本 直人さん 

今週の水曜日、田邊旅館にて久しぶりの宴席があり、息子のクラブ

有志で食事とお酒を楽しみました。田邊さんご夫婦のお心遣いに感

謝しありがとうございます。息子がバレーボール部のキャプテンに

なり不安ですが、親としては嬉しかったのでご報告します。 

●平 義孝さん､田近 毅さん､田中 武さん､遠藤 隆浩さん､新井典仁さん 

コロナに負けない健康に感謝!!この夏を乗り切りましょう!! 

 

 

 

８月９日（日）、コロナ感

染予防に配慮しつつ、年

１回となったソフトミニ

バレーボール大会が開

催。会長、幹事、社会奉

仕委員長が開会式に出席

しました。 

挾土さん、田中武さん、いつも 

応援ありがとうございます!! 
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