
第２２１６回例会記録

■ソング：国歌・奉仕の理想

スマイルボックス

■会員誕生日 ・・・原田、夜船、小田

■配偶者誕生日・・・水内

■結婚記念日 ・・・下山、佐渡、堀越

■事業所創立 ・・・水内、大森

■特別スマイル

・まだ片付きませんが、やっと少し落ち着きまし

たので遅ればせながら安全タクシー新社屋のス

マイルをさせて頂きます。今後共宜しくお願い

致します。 （大成義彦）

幹 事 報 告

幹事 梶谷 寛康

・公式訪問お礼状 ガバナー 岡田 幹矢

・ロータリーレート 10月より 1＄ 90円

・青少年育成広島県民会議賛助会費依頼の件

・例会終了後、定例理事会

会 長 時 間

会長 中川 康子

先週9月24日の例会は国際ロータリー第2710地区岡

田ガバナーの公式訪問例会でございました。

例会終了後のフォーラムでは四つの委員会委員長

より、私達が今知りたいこと、疑問に思っている

ことを議題に出していただき、これに対し的確且

つ今後私達が考えなければならないこと、知って

おかなければならないことの方向付けをしていた

だきました。同行された伊賀ガバナー随行幹事様

はじめとして本庄ガバナー補佐様、市川ガバナー

補佐幹事様には大変なお気遣いをいただき無事に

良いフォーラムになったことを心より感謝申し上

げます。

さて、8月23日の例会で社会奉仕委員長尾野会員よ

り地区補助金が18万円決定し、「高齢者障害者瀬

戸内ふれあい航海支援」を実施する報告がありま

した。それが9月24日伊賀ガバナー随行幹事より、

この件は2710地区ロータリー財団では決まり本部

へ上げたが残念ながら却下になったことを報告さ

れました。却下された理由はとお聞きしましたが、

今回から人道的に行うものでないと駄目であると

云われました。要はロータリアンが汗水流してお

世話したり、支援したりしなければならないと云

われました。社会奉仕委員会で頑張って下さった

この件本当に残念でしたが、10月18日には計画通

り実行すると聞き、良いふれあいクルージングに

なりますよう心より願っております。参加される

皆様よろしくお願い申し上げます。

2013年以後は補助金の件につきましては地区に任

されるようになると云われました。会長の時間を

終ります。
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本日のプログラム １０月１５日

地 区 大 会 報 告

次週のプログラム １０月２２日
電源開発株式会社 竹原火力発電所

所長 宮本 勝正 様

「低炭素社会へ向けて」

２００９年１０月１日 第２２１６回(誕生席)例会記録
２００９年１０月８日 第２２１７回（自由席）例会記録



委 員 会 報 告

■親睦活動委員会 委員 森 照明

次週10月8日（木）は黒浜に於いての月見例会です。

ご案内のとおりバスは忠海駅を17:40、大広苑17：

50に出発します。又、服装は自由ということです

ので宜しくお願い致します。

誕生月代表者謝辞

10月お誕生日を代表して

夜船会員よりお礼の言葉

が述べられました。

誕生該当者会員卓話

会員 小田 邦治

先ほどは、誕生月をお祝い

戴きまして誠に有難うござ

います。

本日の卓話は、地球温暖化

と当社の環境への取り組みについて、お話させて

戴きたいと思います。

地球温暖化のメカニズムは皆様すでにご承知の如

く、太陽からのエネルギーにより地球が温められ、

この熱の一部が二酸化炭素をはじめとする「温室

効果ガス」に吸収され、残りの熱は宇宙へ放出さ

れます。この熱を吸収する「温室効果ガス」の増

加が地球温暖化の原因と言われています。これに

ついて広島県の環境情報サイトにアクセスして情

報を集めてみました。それによりますと18世紀末

から始まった産業革命以降の人間社会は、化石燃

料を燃やし続け、大量の二酸化炭素を大気中に排

出するようになりました。

その結果2005年には温室効果ガスである二酸化炭

素の濃度は、産業革命前の約1.4倍までに増加して

おります。そのため、地球上の熱を吸収する量が

増加し、地球全体が温暖化したわけです。この温

暖化現象は異常気象をもたらし、1970年以降、熱

帯の海面温度が上昇し熱帯低気圧の強度の増加や、

殆どの陸域において大雨の発生頻度が増加してお

ります。

広島市の例でみますと、平均気温はこの20年間で

約1.5度上昇しており、広島湾の潮位もこの50年間

で約25cm上昇しています。例えば厳島神社の回廊

の冠水回数が1990年代は年間5回以下でしたが、20

00年代は年間10回程度、2006年は年間22回も発生

しており、なお増加傾向にあります。現時点では、

これらの現象が地球温暖化によるものかは明確で

はありませんが、原因となっている可能性がある

と考えられています。

次に当社の環境への取り組みをお話しますと、199

9年にアヲハタジャム工場でISO14001を認証取得し、

その後連続して各生産工場および本社部門など、

全てで認証取得致しました。当社が発刊する2009

年度版の環境・社会報告書の中から、2008年度の

環境目標とその実績の一部を以下に紹介します。

１．地球温暖化防止として

①「使用エネルギーの削減」②「CO2の排出量削減」

の二つのテーマを掲げ取り組みました。基準とな

る年度を1990年とし、目標数値はこれの100％以下

とすることで臨みましたが、結果として、①の

「使用エネルギーの削減」では1990年度対比102.3

％②「CO2の排出量削減」では1990年度対比100.1

％となり、残念ながら僅かに達成できませんでし

た。ただ本年3月にジャム工場で採用した「地中冷

熱を利用したハイブリッド型冷却システム（ジャ

ム製造工程で使用する循環水を地下100mまで掘り

下げた37本のパイプに循環させ地中に冷却する）」

が「食品産業CO削減大賞」で農林大臣賞を受賞し

ました。このシステムの活用で循環水の冷却に使

用するエネルギーが約85％削減でき、年間約35ト

ンのCO2の削減につながりました。

２．資源の有効活用として

「使用水の節約」をテーマとして掲げ、基準年を

同じく1990年として臨みました。結果は基準年対

比79.4％となり目標を達成いたしました。

３．再資源化の状況として

排出物の3R（リデュース、リサイクル、リュース）

に取り組み、工場の再資源化率は99.6％を達成い

たしました。

その他、社員に対しましても、環境を守ることの

重要性を意識させ、今では家庭での省エネの実施、

買い物にはマイバッグ持参、排出ゴミは分別の徹

底、通勤は電車、バスなどの交通機関の利用、自

動車の運転はエコドライブに努めております。

私たちは、瀬戸内海国立公園のほぼど真ん中に位

置し、風光明媚で恵みの多い自然、この地球に感

謝し、その恩恵を永遠に享受できるよう環境保全

活動を積極的に継続してまいります。

おめでとうございます

荒谷会員 米山功労者表彰

米山記念奨学会へ寄付され、

このたび第一回目の米山功労

者を受賞されました。



理事会報告（１０月）

■日 時 平成21年10月1日（木）

■場 所 大広苑

■出席者 13名

■議 題

①ラビットクロカン'09 in 大久野島協賛金

10,000円 承認

②台湾台風被害義援金の件 承認

羅東扶輪社より要請分：各会員より2,000円徴収、

不足分26,000円スマイルより拠出、合計100,000

円送金する。（9月3日理事会事項変更）

③RIJYEC維持協力金 100×37人 承認

④青少年育成広島県民会議賛助会費 承認

⑤竹原創立45周年の件 承認

日時 2009年12月13日（日）

場所 大広苑

それに伴う変更 12月 3日（木） 誕生祝

12月10日（木） 会長卓話

12月17日（木） →13日（日）

⑥ライラ参加者の件 承認

社会奉仕（新世代)委員長 尾野剛章会員

三幸食品工業 武田 新 氏

⑦公式訪問お土産の件 承認

⑧10月22日（木）外部卓話の件 承認

⑨月見例会バス費用の件 承認

出 席 報 告

第２２１７回例会記録

月見例会 IN 黒浜

■日 時 平成21年10月8日（木）

■場 所 黒浜

■出席者 会員28名、奥様15名、事務局 計44名

出 席 報 告

身障者・高齢者ふれあい瀬戸内航海

日 時 平成21年10月18日（日）

集合場所 竹原港（大崎汽船フェリー乗り場）

駐 車 場 旧中四国フェリー乗船車両用駐車場

集合時間 9時40分

出 航 10時30分

帰 港 13時30分

解 散 14時

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名 ２８名 ２名 ４名 ３名 ９４．１２％

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名 ２７名 ３名 ４名 ３名 ９１．１８％


