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本日本日本日本日のののの行事予定行事予定行事予定行事予定    ((((2010 年年年年 3 月月月月 26 日日日日))))    第第第第 2778 回例会回例会回例会回例会 ≪≪≪≪識字率向上月間識字率向上月間識字率向上月間識字率向上月間≫≫≫≫ 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：伊藤文也君伊藤文也君伊藤文也君伊藤文也君 講講講講        師師師師：：：：鈴木吉男君鈴木吉男君鈴木吉男君鈴木吉男君    演演演演        題題題題：「：「：「：「識字率向上識字率向上識字率向上識字率向上とととと今年度今年度今年度今年度のののの            ＷＣＳＷＣＳＷＣＳＷＣＳ活動活動活動活動についてについてについてについて｣｣｣｣    講講講講        師師師師：：：：滝川林一君滝川林一君滝川林一君滝川林一君    演演演演        題題題題：「：「：「：「ケニアケニアケニアケニア＆＆＆＆タンザニアタンザニアタンザニアタンザニア 3333 人旅人旅人旅人旅」」」」     先先先先回回回回のののの記録記録記録記録（（（（例会例会例会例会））））    第第第第 2777 回回回回‘‘‘‘10 年年年年 3 月月月月 19 日日日日（（（（金金金金））））晴晴晴晴れれれれ 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：小畑英雄君小畑英雄君小畑英雄君小畑英雄君 演演演演        題題題題：｢：｢：｢：｢地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化へのへのへのへの対応対応対応対応｣｣｣｣    ストレッチストレッチストレッチストレッチ体操体操体操体操        中野義光君    ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング        「日も風も星も」  ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー  寺島淳一君 ゲ スゲ スゲ スゲ ス トトトト        2010 学年度米山奨学生喩昊さん    会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数            71 名    2 月 12 日例会分訂正 出席免除会員出席免除会員出席免除会員出席免除会員            18 名   欠 席 会欠 席 会欠 席 会欠 席 会 員員員員   16 名 本日出席会員本日出席会員本日出席会員本日出席会員  61 名    MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員     6 名 本日本日本日本日のののの出席率出席率出席率出席率        85.91%    訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率        93.85% 超 過 出超 過 出超 過 出超 過 出 席席席席    高木輝和君、伊藤幸蔵君（第 9200地区タンザニア・アリューシャＲＣ）  会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶                            清水裕行会長清水裕行会長清水裕行会長清水裕行会長    今日は。暑さ寒さも彼岸までと言われています。 最近の世界の状況を見ておりますと、日本たたきの様相を示している。トヨタ自動車、クジラ、マグロ等の問題を見ておりましても、日本はもっと自信を持って世界にいろいろアピールを、声を大にしていく必要があると思います。 最近よくテレビ番組で仁義なきデフレ戦争の特集を放送しております。ライバル店のオープンに対抗して特別価格で臨むスーパー、その価格設定

を数十円下回る値段に即座に値札を書き換えるディスカウンストアー。またそれを見て次なる値下げを…という。この消耗戦の末に何があるのだろう。安くしないと買ってくれない。ライバルに勝つためには安くせざるを得ないという小売りの気持ちはわかるし、品質に違いがないなら安いものにしたいという消費者の判断ももっともだ。ただ本当に安さだけで買い物は終始するのだろうか。 野菜は高くてもおいしいのを買う。加工品こそ安全な食材を使っている品を選ぶ、そんなこだわりを持っている人もいるだろうし、買い物をする空間の心地よさや、店員のサービスを重視する人もいる。安さを追求するだけでよいのだろうか。 「単なる値下げで利益が上がることは私の経験上ない」と断言したのは、都市部を中心にスーパーを展開する“成城石井”の大久保恒夫社長だ。メーカーから仕入れたものを店頭に並べているだけではだめで、いかにして満足感、価格への期待感を得られるか、買い物自体を楽しんでいただけるかに重点を置いているという。独自の開発商品と、全国から目利きで集めた品を、デパ地下よりも安い価格で、全員で売り上げを作っていく。売り上げより挨拶と接客を評価する。やる気をおこさせる。人との気持ちを一番に大切にする。目先の数字を追っているだけでは成長はしない。成功しても、失敗しても成長していく。我々も肝に銘じなければならない。     幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    伊藤基幹事伊藤基幹事伊藤基幹事伊藤基幹事    1. 本日、2010 学年度米山奨学生の喩昊（ゆ・はぉ）君に出席いただきました。 2. 本日、4月 12 日に開催される滬尾ＲＣとの合同例会の案内と、5月 16 日の奈良での家族会の案内を配布させていただきました。また 4月 18 日の地区協議会の案内は、義務者の方々のみに配布いたしました。 
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3. 3 月 23 日に行われます新世代関連委員会に、稲垣新世代委員長に出席いただきます。 4. 会員候補者の推薦がありました。被推薦人はＣＡＴＶ社長の生田達一(たつや)さんです。推薦人は寺田晏章さんと、伊藤彰浩さんです。推薦は理事会で承認を得ております。推薦に対してご異議のある方は、７日以内に理由を付記した書面を理事会に提出してください。異議のない場合は、来週ゲストとして出席いただき、4月 2日を入会式とさせて頂きます。 5. ガバナー事務所より、チリ地震の義援金依頼がきました。来週 26 日の例会昼食をカレーライスにさせて頂き義援金を捻出して、ガバナー事務所の指定通り、ロータリー財団へ振り込みたいと思いますのでよろしくお願いいたします。     ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス報告報告報告報告    第第第第 2772772772777777 回分回分回分回分    加藤泰一郎加藤泰一郎加藤泰一郎加藤泰一郎ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス委員委員委員委員         清水裕行会長、浅井彦治副会長、伊藤基幹事 本日もよろしくお願いします。 小畑英雄君 本日卓話を担当します。 服部昭三君 会報に西尾張ロータリー美術展の特集が載りました。22 日まで開催していますので、足をお運びください。 余郷利彦君 “おみと”が無事終わりました。ありがとうございました。 横井知代君 稲川先生にお世話になりましてありがとうございました。 田中正明君 ウィークリーに美術展の作品をのせて頂きました。服部昭三さんになにかとお世話になっております。 相羽あつ子君 米山奨学生の喩昊さんをお迎えして。 宇佐美三郎君 なにもございませんが、宜しくお願いします。 伊藤幸蔵君 久しぶりに例会に出席いたします。アフリカ、バンザイ！ 小林啓子君 会報に絵が載りました。 加藤泰一郎君 久しぶりに出席しました。津島ロータリーをもう少しでわすれかけました。 服部貴君、篠田知生君、松崎安孝君 ウィークリーに写真が載りました。 和出泰夫君、中野義光君、矢田潔君、根崎健一君、佐藤栄一君、稲川明俊君、稲垣宏高君、伊藤哲朗君、八木秀雄君、八谷潤一君、篠田廣君、河西あつ子君、後藤務君、浅井彦治君 その他。     

卓卓卓卓    話話話話    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：小畑英雄君小畑英雄君小畑英雄君小畑英雄君 演演演演        題題題題：｢：｢：｢：｢地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化へのへのへのへの対応対応対応対応｣｣｣｣    わが国を始めとした先進諸国では資源やエネルギーの大量消費に伴い、地球の温暖化やオゾン層の破壊など、地球規模にまで広がり将来の世代にも及ぶような問題が深刻化しています。 また、発展途上国では急激な人口の増加、急速な工業化などを背景として、森林の減少や砂漠化などの公害問題が生じています。これらの地球環境問題は、「被害や影響が国境を越え、ひいては地球規模にまで広がる環境問題である」とされ、私たち一人ひとりが加害者であると同時に被害者となっています。地球環境問題は、以下の 9つがあげられます。 地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨、熱帯雨林の減少、野生生物種の減少、海洋汚染、有害廃棄物の越境移動、砂漠化、発展途上国の公害問題。  １１１１    地球地球地球地球のののの温暖化温暖化温暖化温暖化     地球は太陽に暖められ、その熱の一部を宇宙に放出することで暮らしやすい温度（平均 15℃）に保たれています。これは大気中に炭酸ガス（ＣＯ₂）や、メタン（ＣＨ₄）などが存在するためです。これらの物質は、太陽からの熱を地球に封じ込める働きがあることから、「温室効果ガス」と呼ばれています。  したがって、大気中の温室効果ガスが増加すると、地球の平均気温が上昇します。この現象を地球の温暖化と呼んでいます。 (1) 地球温暖化に関する歴史 (2) 地球温暖化の影響     多くの事柄が、評価途上と言われています。しかし、もっとも多くの科学的な知見（気象変動に関する政府間パネル：IPCC）からは、気象や自然環境への影響は、気温や海水温の上昇、海水面の上昇、洪水・酷暑・ハリケーンなどの激しい気象の増加・増強の可能性、生態系の変化等が挙げられています。  ※参考 ①オゾン層の破壊  高度約 15～40㎞にある成層圏では、紫外線により酸素（Ｏ₂）からオゾン（Ｏ₃）が生成され、オゾン層を形成しています。オゾン層が生成される過程で、紫外線が消費され、逆にオゾン層が有害な紫外線を吸収し、地球の生物を守る役割を果たしています。しかし、人間が作り出したフロンやハロンが大気中に放出されると成層圏まで達し、そこで紫外線の作用により分解され、原子状の塩素を放出してオゾン層を破壊します。オゾン層が

 
久しぶりの楽久しぶりの楽久しぶりの楽久しぶりの楽

しいクラブしいクラブしいクラブしいクラブ♪ 
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破壊されると、皮膚ガンや白内障が増えたり、植物やプランクトンの生育が阻害されることが心配されます。 ②酸性雨  人間の活動や自然界の火山活動等により排出されるＳＯx、ＮＯxが大気中で硫酸塩や硝酸塩になり、雨や雪に取り込まれて生成されると考えられています。欧米では湖沼や文化財への被害が見られ、また酸性雨が原因のひとつと考えられる森林の衰退が報告されています。 ③熱帯林の減少 地球の森林面積は陸地の約 3 分の 1 を占めており、そのうちの約 4割が熱帯林です。ところが、焼畑農業、燃料としての薪の採取、商業用の伐採等により、1981 年～1990 年の 10 年間で、年平均1,540 万 ha（日本の国土面積の約 4割）もの熱帯林が失われています。熱帯林が減少すると、水資源の維持や表層土の浸食防止、生物の多様性の維持といった役割が果たせなくなります。また大気中のＣＯ₂の吸収量が減るため、地球の温暖化を促進することにつながります。 ④野生生物種の減少  野生生物種の絶滅が地球の歴史上かつてないスピードで進んでいます。このままでは、1990 年以降 30年間に全世界の5～15％の種が絶滅すると推測されています。絶滅種の中には医薬品の開発に役立つなど、将来の人類にとって価値のある生物種も含まれていますが、一度絶滅してしまった生物種を再び人類の手で創り出すことは不可能です。多様性に富んだ生物の世界を次の世代に引き継いでいくことは、人類が総力を上げて取り組むべき大きな課題といえます。 ⑤海洋汚染  工業排水や生活排水により、海洋汚染が進んでいます。されに、廃棄物の海洋投棄や船舶による汚染（ビルジ油等）により、外洋でも化学物質等による汚染が確認されています。また、プラスチックやビニール類等を餌と間違えて食べている西部とも見られ、海洋汚染が深刻になるにつれて生物への影響が心配されています。 ⑥有害廃棄物の越境移動  廃棄物は発生量の増大や処理の複雑さが増すにつれ、規制のない国や規制のゆるい国を求めて国外を含む遠方で処分されるようになってきました。しかし、移動先の国での廃棄物の処理が適切に行われず、現地の環境が汚染されたり、生物への影響が心配される事象がたびたび起こり、国際的な取り組みが必要となっています。 ⑦砂漠化  砂漠化は、自然的要因と人為的要因が複雑に絡み合って進行しています。たとえば過剰な放牧や耕作、木材の過剰な伐採等により砂漠化進行します。砂漠化が進行しつつある地域は地球上の陸地の約4分の1にあたる約36億haに達しています。 

⑧開発途上国の公害問題  わが国においても、1960 年代後半からの高度経済成長において、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、悪臭、地盤沈下などの環境問題に直面しました。開発途上国の多くでは、公害防止対策の遅れから、未処理に近い状態で汚染物質が排出され、大気汚染や水質汚濁等の公害問題の発生が懸念されています。また、下水道やゴミ処理施設等の都市基盤の整備が都市部への人口増加に追いつかないため、衛生上の問題や自動車による大気汚染等、都市・生活型の公害を一層深刻にしています。  ２２２２    低炭素社会低炭素社会低炭素社会低炭素社会のののの構築構築構築構築    (1) 国内の動き ア 地球温暖化対策基本法（案、骨子）  温室効果ガスを 2020 年までに 1990 年比25％削減 ・排出取引制度の創設 ・地球温暖化対策税（環境税）2.0兆円 全化石燃料の課税 1.0 兆円強、ガソリン税（道路関連の暫定税率廃止）1.0兆円弱 ・全種全量の固定価格買い取り制度 イ 中期目標の比較 ウ 中期目標の評価   世論調査結果 ＣＯ₂排出削減は賛成。しかし、負担はしたくない。 (2) 国際交渉 ア ＣＯＰ15コペンハーゲン  ・交渉の構図  先進国 (US.EU.日本) 途上国(中国、インド、島嶼国) 削減目標 野心的な目標を設定 自主的な努力 途上国支援 先進国全体で年間 9 兆円程度 先進国からの大規模支援 削減検証 途上国は、国際的検証 
対 

 

⇔⇔⇔⇔ 

 

⇔⇔⇔⇔ 

 

⇔⇔⇔⇔  国際的な検証拒否 ・ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ合意 政治合意文書 拘束力なし イ 各国のＣＯ₂排出量の推移  先進国の排出量は先進国と途上国の逆転現象  ３３３３    エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー    (1) 人類とエネルギーの関わり  19世紀後半 21世紀後半(2050年) 1 日に使う１人当たりのエネルギー 77 千 Kcal 230 千 kcal……3 倍 世界の人口 16.5 億人 （約 98 億人）…6 倍 (2)世界のエネルギー   可採年数は、約 40 年から 130 年 (3)日本のエネルギー   日本は、世界 4位のエネルギー消費国。一方、エネルギーの 96％を輸入に依存。 (4)世界的な原子力再評価の動き…原子力（発電）ルネサンス。 
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   ○気象変動対策 ＣＯ₂発生量の抑制   ○一次エネルギー価格の高騰   ○エネルギーセキュリティー／エネルギー資源の枯渇   ・エネルギー自給率が低い（他国からのガス供給）：イタリア（自給率 15％）←ロシア   ・エネルギーは水力と原子力：スイス、スウェーデン原子力 40 年のため、新たに新設。   ・北海油田の石油資源の枯渇：英国 ピーク時を半減。 ・湾岸諸国の懸念：油は子々孫々まで、アラブ首長国連邦（UAS）の原子力発電所を韓国が受注・総額 3兆 7000億円。 ○途上国の経済発展 ・必要なエネルギー確保：中国、ベトナム（ベトナムの原子力発電所をロシアが受注）  ４４４４    地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止地球温暖化防止・・・・中部電力中部電力中部電力中部電力のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ      ・原子力設備の利用率の向上 原子力発電理解活動の展開 ・エネルギー効率の向上  →高効率の火力発電所 ・再生エネルギーの発電への取り組み、太陽光、風力等の新エネルギーの開発   ・石炭火力発電灰を原料とした脱臭剤等の販売等（廃棄物の発生抑制、再使用、再利用）   ・植樹活動等 ※参考 中部電力津島営業所 ・取扱エリア 津島市、愛西市（JR関西線から北側）、七宝町、美和町、稲沢市平和町、弥富市（JR関西線より北側） ・取扱内容  電気の手続き 電気使用開始・廃止、停電、低圧契約等の受け付け 検針、集金……121千口 電気設備の計画、建設、保守 ……電柱 33千本、電線 5400㎞ ・在籍人員  86 名  そのそのそのその他他他他                     出席報告           司 会      ゲスト紹介      

                             4444 月月月月のののの例会変更例会変更例会変更例会変更    クラブ名 例会日 曜日 サイン受付 名古屋東RC 4/5 月 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 名古屋名南RC 4/6 火 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ(夜） 名古屋東RC 4/12 月 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 名古屋昭和RC 4/12 月 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ2F 尾張中央RC 4/14 水 名鉄グランドホテル 名古屋みなとRC 4/23 金 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ2F 名古屋城北RC 4/27 火 名古屋栄東急イン 尾張中央RC 4/28 水 名鉄グランドホテル 一宮中央RC 4/28 水 一宮商工会議所(夜)                                 「「「「どじょうすくいどじょうすくいどじょうすくいどじょうすくい」」」」    桜の名所、安来公園で開催される｢お糸まつり｣は、安来節の初代家元、渡部お糸を偲んだ恒例の祭りです。江戸時代末期、どじょうを肴に酒盛りを始めた時、安来節に合わせて踊ったのが「どじょうすくい」の始まりと言われます。 画画画画・・・・文文文文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三    
  次次次次回例会回例会回例会回例会 第第第第 2779 回回回回 ’10 年年年年 4 月月月月 2 日日日日（（（（金金金金）））） ≪≪≪≪雑誌雑誌雑誌雑誌月間月間月間月間≫≫≫≫ 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：広報委員長広報委員長広報委員長広報委員長        伊藤伊藤伊藤伊藤    誠誠誠誠君君君君 講講講講        師師師師：：：：広報副委員長広報副委員長広報副委員長広報副委員長    堀田堀田堀田堀田    勝勝勝勝君君君君    演演演演        題題題題：：：：「「「「““““ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの友友友友””””とととと雑談雑談雑談雑談」」」」        おおおお知知知知らせらせらせらせ    4月 16 日（金）⇒４４４４月月月月 12121212 日日日日（（（（月月月月））））に変更 内容：台北滬尾ＲＣとの合同例会 時間：午後 7時～ 場所：名鉄ニューグランドホテル    国際奉仕 

ソング リーダー 

4444 月月月月のののの例会例会例会例会メニューメニューメニューメニュー    4月 2日(金) 割子弁当 4月 9日(金)  かつおの叩き、あさりの 赤だし、小鉢 4月 23 日(金) お寿司 
 

相羽あつ子米山奨学委員長、2010学年度米山奨学生の喩昊君、カウンセラーの服部貴君、清水裕行会長の面々。 


