
□ソング：国歌・奉仕の理想

□ロータリー綱領：朝比奈会員

□会員誕生日 ／木村

□配偶者誕生日／藤中、三好

□結婚記念日 ／久藤

□事業所創立 ／朝比奈、鴨宮、川本

幹事 久藤 孝仁

・日本商工会議所青年部第30回中国ブロック大

会竹原大会へのご臨席のお願い

日時 平成24年10月20日(土)

場所 竹原市民館

・新体力テストふれあいスポーツ大会への後援

依頼について 吉名町スポーツ振興会

日時 平成24年10月14日(日)

場所 吉名小学校体育館及び芝生グラウンド

・例会終了後定例理事会を開催致します。

会長 荒谷 隆文

皆さん今日は、ここに来て朝晩が肌寒く感じら

れるようになりました。近所の田んぼでは既に

早場米の稲刈りも始まり、秋になったなと感じ

ております。

8月の会員増強拡大月間では老田会員の入会があ

り、今年度の幸先の良い月になったと思います。

地区に対してクラブの増強目標は純増3名です。

今年度だけは毎月が会員増強の月間であり、会

員全員が増強委員として結果を出して頂きたい

と思います。そして、年度末には会員36名とし、

翌々年には40名で創立50周年を是非とも迎えた

いと思います。会員の皆さん、クラブへの奉仕

をどうぞ宜しくお願い致します。

9月2日リーダー研修会へ木村エレクトが出席さ

れました。大変ご苦労様でした。後ほど報告を

お願い致します。

9月4日、共同募金会委員会に出席致しました。

小坂市長が議長として、平成23年度の事業及び

決算報告と、24年度の事業計画、予算案の報告

がありました。今年度共同募金目標額は650万円

です。昨年実績は6,323,134円とのことでした。

実施は10月1日から12月31日まで、10月1日から3

日まで街頭募金の実施で、ロータリーも2日にパ

ルティフジで協力致します。

9月は新世代のための月間に入ります。これにつ

きましては次週お話をさせて頂きます。
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新世代奉仕委員会担当例会 外 部 卓 話

四つのテスト

1.真実かどうか

2.みんなに公平か

3.好意と友情を深めるか

4.みんなのために

なるかどうか



9月記念日を代表して木村会員よりお礼の言葉が

述べられました。

□第4期RLI－2710分科会研修パートⅢ＆卒後プ

ログラム 参加報告

会長エレクト 木村 安伸

9月2日(日)ホテルグラン

ヴィア広島にて開催され

た第4期RLI－2710分科会

研修パートⅢ＆卒後プロ

グラムに参加し、無事研

修を終了することが出来

ました。これがその修了

証とバッジです。研修に

派遣して頂き深く感謝申し上げます。

参加者は、大之木ガバナー以下研修役員32名、

受講者75名(内卒業予定者59名)でしたが、今回

は2730地区からの見学者が9名参加されました。

研修は今回も6分科会が用意され、研修者は6班

に分かれての構成でした。各分科会には、それ

ぞれにテーマと目的が与えられていて、更に今

回は数多くの「質問事項例」が設定されていま

したので、その内容に沿ってディスカッション

リーダー(DL)が研修者に問い掛ける方式で研修

者と活発にディスカッションしながら進行しま

した。

私は「質問事項例」を理解し、回答に備えるた

めに予め『手続要覧』『ロータリー情報マニュ

アル』『わかりやすいロータリー』等に目を通

し、ある程度の予習をしていましたので、この

研修を通じてこれまで以上の理解力が得られた

ものと思っています。

各分科会では、印象深くて当クラブにも採り入

れて良いのではないかと思われる意見を多く聞

くことが出来ました。これらの内容については

今後機会ある毎に紹介し、クラブの活性化に生

かせればと思料します。

分科会修了後には、卒後プログラムが用意され

ていて、テーマは「RLI研修を終えてクラブへど

のように反映しようと思いますか？」でした。

当クラブは、2年後創立50周年を迎えます。いか

にして地域のニーズを掘り起こし、それに基づ

いた奉仕プロジェクトを立ち上げれば、公共的

イメージを高めることに繋がりますし、新会員

の勧誘・退会防止に効果を発揮します。私は、

このことに留意しながら研修に取組みました。

今後一層のスキルアップに努力し、ロータリア

ンのモチベーションを高めていく役目を担うこ

とに全力を注入して参ります。会員の皆様のご

協力を宜しくお願い申し上げます。

RLI研修は、参加者のやる気を喚起し、モチベー

ションを高めることにより、リーダーシップを

養うことを目的とされています。来年からは当

クラブからも是非共複数の研修者を派遣し、RLI

で自由闊達に発言することがより効果的なクラ

ブの基盤になっていくと思いますので、ご検討

をお願いします。

□地区指導者育成セミナー報告R財団部門

ロータリー財団・米山奨学委員会

委員長 藤中 保

8月26日(日)ホテルグランヴィ

ア広島で開催された第2710

地区指導者育成セミナーの

財団部門へ参加しました。

時間の関係上詳しくは報告

できませんが、概略を報告

致します。

ロータリーの友2011年11月号に特集記事で『ロー

タリー財団未来の夢計画－その必然と実践－』

が掲載されています。皆さんご覧になったと思

いますが、改めて申し上げますと、今財団が直

面している最も大きな問題です。

それによりますと1917年にロータリー財団がで

きて、やがて100年になろうとする現在、なぜ未

来の夢計画が持ち上がったのかが書いてあるの

ですが、要するにこれまでの財団の主たる活動

は教育的プログラムが主流であったが、この100

年の動きを見ますと、グローバル化が進み、財

団が現在行っているマッチンググラントが教育

的プログラムを超えて主流になってきたわけで

す。その対象は発展途上国といわれる国に集中

にしている状況です。数字的に見ますと、1965

年から2000年までの35年間にマッチンググラン

トの件数は10,000件だったものが、2000年から2

004年の間で既に10,000件という猛烈なスピード

で増加しており、発展途上国の支援へというマッ

チンググラントへの集中傾向がうかがえ、ロー

タリアンの関心が発展途上国へ傾倒している事

実があります。この際、財団としては100年を迎

えるのを機に、従来の流れを変えることが底流



にあります。

100年を迎えた財団が何をするかを模索した結

果、その答えが未来の夢計画なんです。財団の

運用を簡素化し、誰でも、どのクラブでもどの

地区でも財団の資金を有効に活用できることを

考えているわけです。

補助金は新地区補助金とグローバル補助金で構

成され、グローバル補助金は平和と紛争予防／

紛争解決 、疾病予防と治療、水と衛生設備、

母子の健康 、基本的教育と識字率向上、経済

と地域社会の発展、この6つの重点目標を軸に

運営するということです。

シェアシステムは新地区補助金50％、グローバ

ル補助金50％です。その資金の管理権、執行権

を地区やクラブに委譲するためにその管理の資

格認定が必要で、資格認定を受ける為には一定

量の研修を受け、研修が終了しなければ資格認

定がもらえない。その資格認定がなければ補助

金が受けられないということです。資格は一年

限りで毎年資格認定を受ける必要があります。

権限の委譲はするが、受託条件が非常に厳しい

システムになっています。

次に、今回の研修は、クラブが資格認定のハー

ドルをクリヤーするための研修で、その内容は

セッション1から4までの4部構成になっており、

延べ4時間半に及ぶセミナーであります。セッ

ション1はプロジェクトの立案、セッション2は

補助金の申請とプロジェクトの実施、セッショ

ン3は補助金の監督と報告、セッション４は参

加資格の認定となっています。

このうちセッション1は、過日の地区協議会の

際に実施されたので、今回は2から4までの三つ

のセッションについてのセミナーがありました。

その内容を皆さんに理解して頂くためにも詳し

くご説明をする時間が必要と考えていますが、

今日は時間の関係で詳説をすることが出来ず誠

に申し訳なく存じます。

なお、2710地区においては後日あらためて地区

内のグループ毎に、ガバナー補佐を中心として

きめ細かい説明会が開催される計画があるよう

ですので、その際もっと詳しい情報が得られる

ものと期待しています。

以上報告を終ります。

「日本の石油生産」

会長エレクト 木村 安伸

先程は今月27日に迎える私の73歳の誕生記念日

を祝って頂き有難う御座いました。

今、日本では国民の間にエネルギーの問題が大

きな関心を集めています。会員の皆さん日本で

石油が生産されていることはご存知でしょうか？

現在日本の石油生産量は年間86万kl程度(2004

年度)で、国内消費量全体に占める比率は0.3％

に過ぎません。

6月18日経済産業省は、新潟県佐渡島の南西沖

で来年4月から石油と天然ガスの掘削調査をす

ると発表しました。

埋蔵の可能性がある面積は約135平方キロで、

埋蔵が確認されれば中東の中規模油田並みとな

り、国内最大級となる可能性もあります。

2013年度末まで掘削調査を進め、10年後の2023

年以降の商業化を目指すそうです。

事業費は98億円。試掘は来年4～6月の3ヵ月間

の予定で、政府がJX日鉱日石開発と独立行政法

人石油天然ガス金属鉱物資源機構(JOGMEC）に

委託されます。

試掘に向け経産省は、地元の漁業関係者らと漁

業権などの調整を進めていて、佐渡島南西約30

キロ、水深約1100メートルの下の地層が石油と

天然ガスが眠る有望な地形と判断したそうです。

これは、地層の構造を立体的に把握できる三次

元物理探査船『資源』(10,395総トン)による調

査で、石油や天然ガスの溜まり易い「おわん型」

の地層であることが分かっていて、今回は従来

よりも精密に海底の構造を探査できるため前回

調査よりも埋蔵量が期待できるといいます。

政府は、日中両国の排他的経済水域(EEZ)内に

ある東シナ海のガス田採掘権を巡って、2004年

から中国政府と争いを続けており、この中国と

のガス田開発問題を契機として、2009年3月に

「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」を作り、

日本のEEZ内の資源の探査を強化しています。

今年2月には愛知県渥美半島沖で、次世代エネ

ルギー資源と期待される「メタンハイドレード」

の海洋産出試験に向けた海洋掘削も始めていま

す。

私が今ここで思い出すことは、日本は以前から

東シナ海でも海底資源探査を行なっていて、約

10数年前沖縄の我社のタグボートを日本の民間

会社が所有する海洋探査船の先導役として提供

していた頃のことです。



当時は、未だ二次元物理探査方法でした。探査

船は3,000mのケーブルを後方に曳きながら音波

を発し、それを検知しながら海底を探査します。

東シナ海には、日本、中国の漁船が多数操業し

ていて、探査船が向かっている前方の漁船を行

く手の外へ出るよう警告しなければならないの

です。

そうした業務を数年間引き受けた中で、これは

前にも申し上げましたが、当時の橋本首相が訪

中の際、日本の海洋探査に対し中国からクレー

ムを付けられるのを恐れて、探査業務を数ヶ月

も中断させられたことは今でも腹立たしいこと

です。

日本の領土面積は約38万平方キロで世界第60位

に位置しますが、領海およびEEZの総面積は、

世界6位です。水域面積は広大で、領海(含：内

水)とEEZを合わせて約447万平方キロ、世界で

第9位であります。

資源探査船『資源』は、元ノルウエーの会社が

運用していましたが、2007年に日本が保有、運

用することになり、日本で唯一の高度な探査能

力を有する３次元物理探査船であり、経済産業

省所有の公船です。

また、日本には2005年に日本海洋掘削(株)が建

造した世界最大の地球深部探査船『ちきゅう』

(56,752総トン)もあります。この船の最大の特

徴は、水深2,500mの深海域で、地底下7,500mま

で掘削する能力を備えていることです。

これからは、これらの探査船を大いに活用して

日本の水域からも石油、天然ガスおよび鉱物資

源等をぞくぞく開発することを期待するもので

す。

□日 時 平成24年9月6日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 １２名

□議 題

①納涼例会決算の件 承認

②会員研修例会決算の件 承認

③月見例会の件 承認

日 時 平成24年10月11日(木)18時

場 所 竹原シーサイドホテル

登録料 会員4,000円 配偶者3,000円

サインメイク12時～13時

④安芸津町敬老会の件 御祝3万円 承認

⑤9月13日(木)ゲストの件 承認

・ライラ参加者 三幸食品工業 板舛裕樹様

・東広島市社協 安芸津支所長 原田敦子様

自立支援センターつばさ 所長 能島裕子様

⑥仙台市在住竹原市新庄町出身者坂上満氏を応

援する会東日本大震災支援依頼の件 承認

募集物品：タオル・洗剤各種

⑦日本商工会議所青年部第30回中国ブロック大

会竹原大会広告掲載依頼 承認

10月20日(土)竹原市民館 夜船副会長出席

⑧吉名町新体力テストふれあいスポーツ大会後

援の件 承認

日時 平成24年10月14日(日)

場所 吉名小学校体育館及びグラウンド

⑨老田会員所属委員会 クラブ管理(親睦)

承認

総員３４名 出席２７名 メーク ３名

欠席 ２名 免除 ２名 出席率91.18％


