
■ソング：我等の生業

■ゲスト：広島商船高等専門学校

教授 馬場 弘明 様

各会員各記念日（５月）

■会員誕生日 佐渡 文武 吉本きよ子

■結婚記念日 大田 嘉弘 菅 義尚

坂田 武文 朝比奈勝也

吉本きよ子

■配偶者誕生日 佐藤 守幸 鴨宮 弘宜

■事業所創立 吉本きよ子 堀越 賢二

吉田 卓司 小坂 敬子

スマイルボックス

■事業所創立…三好

■特別スマイル

・三原RC創立50周年記念式典に出席しました。素

晴らしい式典でした。 （佐々木秀明）

・4月22日孫が二人生れました。双子の女の子でし

た。 （尾野 剛章）

幹 事 報 告

幹事 尾野 剛章

・第12回4クラブ合同親睦ゴルフコンペ開催案内

日時 平成23年5月29日(日) 広島空港RC

場所 三原CC

・会員増強のお願い ガバナー 前田 茂

・東日本大震災に対する引き続きの支援のお願い

ガバナー 前田 茂

・本日、細則変更の資料を配布させて頂きました。

5月12日に臨時総会を行い細則の変更を行います。

細則の変更は10日前に書類を郵送するというこ

とですが、本日の配布で郵送に代えさせて頂き

ますので宜しくお願い致します。

会 長 の 時 間

会長 佐々木 秀明

皆様こんにちは、馬場弘明様ようこそ竹原ロータ

リークラブにお越しいただき有難うございます。

後ほど卓話を宜しくお願い致します。

早いもので今日が4月の最終例会となります。いよ

いよ本年度もあと2ヶ月を残すのみとなります。各

委員会は本年度の活動計画の最後の締めくくりに

取り組んでいただくようにお願致します。

4月24日に三原市芸術文化センターポポロにおいて

「三原ロータリークラブ創立50周年記念式典」が

開催され、尾野幹事と共にお招きいただき出席し

てまいりました。12時より受付でポポロ芝生広場

での記念撮影、その後14時より記念式典が行われ

次に講師辻井いつ子さん（ピアニスト辻井伸行氏

の母）による記念講演がありその後、ピアニスト

熊本マリさんによる記念コンサートが一般の方に

も開放されて行われ、最後に記念祝賀会19時に閉

宴となりました。三原ロータリークラブのご繁栄

と益々のご発展をここからお祈りいたします。

26日に1班の後期家庭集会が行われました。後ほど

報告を宜しくお願致します。2班も今日行われるそ

うですが残りの班も5月中に行いますよう宜しくお

願い致します。以上で会長の時間を終わります。

委 員 会 報 告

■次年度幹事 朝比奈 勝也

5月12日(木）各委員会次年度活動計画及び予算案
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のご提出を宜しくお願い致します。

今年度財団の目標達成に苦戦しております。ご協

力宜しくお願い致します。

■クラブ管理運営委員会 委員長 本庄 純夫

5月26日(木)午後18時より大広苑に於いて、花見例

会を改め五月の会を開催致します。18時より例会

行事（当日プログラム：次年度クラブアッセンブ

リー）18時30分より五月の会として懇親会を行い

ます。ご出席宜しくお願い致します。

■１班家庭集会報告 １班副リーダー 藤中 保

4月26日(火)飯兵衛に於いて7名の参加で1班家庭集

会を行いました。会員相互のコミュニケーション

が不足しているのでは。委員会が委員長活動になっ

ている。全員参加型と云いながらそれが守られて

いないのでは。細則はCLPに変更しているが実行分

野で生かされていない。次年度はCLPの実践的な研

究を取り入れては等々、建設的な家庭集会を開催

しました。

■3班家庭集会 3班リーダー 市川 重雄

3班家庭集会を5月9日(月)行います。場所等詳細は

追ってご案内致します。

■2班家庭集会 2班リーダー 川本 照夫

4月28日(木)午後6時より大広苑に於いて2班家庭集

会を開催致します。

外 部 卓 話

『エネルギー資源、省エネ船について』

広島商船高等専門学校

教授 馬場弘明 様

皆様こんにちは。本日はエネ

ルギー問題をとらえながら、

省エネ船についてお話させて

頂きたいと思います。

私達が日々暮らしていく上で

何が必要か。いろんなものが

必要ですが、その一番原点に

あるものは『資源』です。資

源とは石油であり、石炭であり、原子力、水力、

自然エネルギー、こういうものを『一次エネルギー』

と言っています。食べ物を作るにも熱が要り、電

気が必要です。車にはガソリンが必要で、ガソリ

ンには原油が必要ということで、結局は一次エネ

ルギーに行き着きます。この一次エネルギーを使

いながら私たちは便利で快適な暮らしをしている

のです。

私が子供の頃、家の中にあった電気製品は何かと

考えたとき、電球とラジオの二つしか思い浮かび

ません。ところが今はどうでしょうか。全て快適

で便利な生活をするためにエネルギーを使ってい

ます。このエネルギーについて大きな問題点があ

るということについてお話させて頂きます。

日本は非常にたくさんのエネルギーを消費してい

ます。しかし、エネルギー資源は有限であります。

日本のエネルギー自給率は4％です。4％というの

は1日でいうと1時間分に当たり、残りの23時間分

は外国からの輸入に頼らなければなりません。197

3年にオイルショックがあり、いろんな騒動が起り

ました。その頃消費エネルギーの80％を石油に頼っ

ており、そこで開発したのが原子力でありソーラー

だったのです。

どこの国も便利で快適な生活をしたいと思うでしょ

う。人口の増加、経済の発展により日本と同じよ

うな生活になれば同じようなエネルギー(燃料)が

必要で、今後益々世界中の人々がエネルギーを求

めていきます。

石炭と石油の成分は炭素です。炭素が燃えると二

酸化炭素が発生し、これが地球温暖化の原因とい

われていますが、実は未だ科学的根拠はないので

す。ただ、90％の科学者は二酸化炭素が原因だろ

うと言っています。

資源は有限、地球温暖化、その中で船舶は、CO２

排出削減、エンジンやプロペラの改良、抵抗の少

ない船体の設計、軽量化など幅広い省エネ技術の

開発に取り組んでいます。

例えば、風や波、海水の抵抗を受けにくいように

する。海流など自然の力を利用し、排気ガスや温

度の高いものを捨てない、余計な燃料や水を積ま

ないでゆっくり走るなど、無駄の少ない船を造り、

出来る限り自然の力を利用して走るといったこと

です。

今回発生した東北の震災・津波が教えてくれたこ

とは、原子力発電の不安、電力供給の重要性です。

日本は、化石燃料61％、原子力29％、水力8％、太

陽光0.2％と化石燃料・原子力に頼って来ましたが、

今後は化石燃料・原子力から自然エネルギーへの

転換が必要と思われます。しかし、自然エネルギー

には問題点が幾つかあります。それは、天候や自

然現象により発電量が変化し、年間を通しての安

定的電力供給が出来ない。発電量が少ない。発電

コストが高い。エネルギー密度が小さいため大き

い面積が必要であることなどで、今後更なる省エ

ネ技術の開発が必要です。

私達の子孫が便利で快適な生活が送られるよう資

源を大事に使い、新しい技術を高めたいと思いま

す。ご清聴有難うございました。

臨時理事会報告

■日時 平成23年4月28日(木)

■議題 五月の会の件 承認

5月26日(木)18時からの夜間例会に変更

18時より例会行事、18時30分より五月の会懇親会

登録料 会員 3,000円、配偶者 2,000円

出 席 報 告

総員 出席 欠席 メーク 免除 出席率

３７名 ２８名 ４名 ２名 ３名 ８９．１９％


