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【ラナンキュラス】

【2012-2013年度 RIテーマ】

 
 皆さん、こんにち

は。今年の桜の開花

は、観測史上２番目

の早さとのことです。

私も２３日の土曜日

に宇津ノ谷の美味し

いお蕎麦を食べさせてくれる「きしがみ」に行っ

た帰りに、白藤の滝に初めて寄りそのあと蓮華寺

池公園を通り、瀬戸川の桜トンネルを通って帰っ

てまいりましたが、蓮華寺の桜、瀬戸川の桜とも

見事な開花でした。寒い冬から一瞬の内に春が来

たように感じています。さて、自然界と同じよう

に経済界もあっという間に流れが変わりつつある

ように感じています。輸出関連の物造りに携わっ

ている者としては、同志社大学の浜矩子教授の１

ドル５０円の時代が近々来るという著書に恐れ戦

いていたところですが、このところ１ドル９５円

前後で推移しています。経済のスペシャリストか

らは、今後より円安方向へ向かっていき、１ドル

１２０円～１３０円になるとの情報が多く発信さ

れています。大きく円安へ向かう要因としては、

日本の大胆な金融緩和政策ではなくて、シェール

ガス革命によって強いアメリカが復活することに

よるものだそうです。アメリカでは、シェール層

が国土のほぼ全域に広がり、そこに埋蔵されてい

る石油や天然ガスは１００年分を超えるといわれ

ていることから、世界最大のエネルギー輸入国か

ら２０２０年ごろには一転資源大国に躍り出ると

見られるそうです。ロシア、中国、オーストラリ

アなど、古い堆積地層のある大陸にはシェールガ

ス資源が存在するそうですが、アメリカ、カナダ

にしか、掘削、生産技術もないそうです。そうし

た状況から、アメリカは貿易、政策の双子の赤字

から脱却して強いアメリカへと進んでいくとのこ

とです。また、物造りの世界においてもアメリカ

は、３Ｄプリンターの分野においてトップを走っ

ているという報道が、先日のＮＨＫのクローズア

ップ現代で放映されました。設備投資関連の合理

化、省力化機械を製作している者としては、大き

な衝撃を受けました。量産物でなく一品物を生産

している現場では、マザーマシンと言われる高価

な複数の工作機械とツーリングを使って部品を作

っています。その現場は、油の匂いが充満してい

る世界です。しかし、３Ｄプリンター場合には、

パソコンで三次元データを作成してプリンターに

転送すれば、高温で溶かした樹脂等をノズルから

出して形状を作っていくというものです。量産物

は別として単品物はオフィスで作る時代が来つつ

あるように思います。アメリカは、次世代産業と

位置付けて官民挙げて取り組んでおり、この分野

では一歩も二歩も抜きん出ているとのことです。

日本はといえば、このところ６か月続けて大幅な

赤字貿易です。また、財政も巨額な赤字です。円

が弱くなるのは必然的なことのように思います。

これから先どうなっていくのだろうか予測もつき

ませんが、最近のニュースで明るい話題がありま

した。三重県沖で深海５０００メートルの所から、

メタンハイドレードを試掘したのとのニュースで

した。日本海には、国内で年間消費する天然ガス

１００年分が埋蔵しているとのことですが、この

数字は太平洋側の埋蔵量だそうです。また、ある

研究所の調査では、日本海側には無尽蔵のメタン

ハイドレードがあるそうです。太平洋側は、深海
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での採掘ということで技術的、採算的にクリアす

べき課題も多いとのことですが、日本海側のメタ

ンハイドレードは表層型といい、海底からメタン

ハイドレードの柱が立っていて、粒々が毎日地中

から生成され、１００年分どころか地球の活動が

続く限り採取でき技術面、コスト面においても非

常に有望であるとのことです。日本が資源大国に

なったらどんな国になるのだろうか、そんな明る

い希望の持てる方向へと進んでくれることを祈念

しまして、会長報告とさせていただきます。 

■ 幹 事 報 告              池ノ谷 敏正君 
• ガバナー補佐事務所より 
 ガバナー補佐訪問についてお知らせが届いてお

ります。 
５月２２日 訪問予定です。 

• ２６６０地区より 
４月のロータリーレートのお知らせが届いてお

ります。１＄＝９４円です。 
• ２６２０地区より 
 伊豆中央 RC より例会場変更のお知らせが届い

ております。 
７月１日より、ホテルサンバレー富士見 

• ２６２０地区より 
ロータリー世界平和フォーラム広島に関するご

報告が届いております。 
• ２６２０地区より 

「ロータリー財団 未来の夢計画 次年度地区

補助金申請受付の締切」のお知らせが届いてお

ります。 
• 社会福祉法人 ハルモニアより 
広報が届いております。 

• 静岡県野球連盟より 
文部科学大臣杯第４会全国少年野球春季軟式野

球大会のプログラムが届いております。 

■ 出 席 報 告            中森 義次君      
本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

27／40 67.50％ 33／40 82.50％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○青島克君 ○池ノ谷君 ○石割君 ○栗原君 

○小泉君 ○小林君 ○平君 ○畑君 ○山田君 

大杉君 落合君 平野君 仲田晃君 

(２)メークアップ者 

青島 克郎君（藤枝南） 栗原 毅君（藤枝南） 

石割 郁子君（藤枝南） 櫻井 龍太君（藤枝南） 

■ ビ ジ タ ー                          
伴野 正明君（藤枝南） 

■ ス マ イ ル Ｂ Ｏ Ｘ     中森 義次君    

• 先日は年度末の

忙しい中、「送別

会」を開いていた

だき有り難うご

ざいました。引っ

越し業者の都合

で、本日荷造りをし、明日まずは埼玉の家族

のもとへ移動します。ロータリーでお世話に

なった１年９ヶ月間の思い出を忘れずに頑張

ります。                   新島 義之君 

• 新島会員の送別会の残金です。 参加者一同 

• 遅ればせながら・・・ 

３／９のゴルフ同好会コンペにおいて優勝し

てしまいました。事務局なのに空気をよめな

くてすみません！！そして森下さんありがと

うございました。              池谷 佳典君 

スマイル累計金額   １４６，７９０円 

■ クラブ管理運営委員会卓話               
 
保健担当 
 柳原 寿男君 
 
 
 
『検尿で解ること』 
 腎、尿管、膀胱のがんで、顕微鏡的血尿を発見

されることがあります。検尿の際は「尿沈渣」も

調べてもらいましょう。 
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■ P E T S 報 告               

 

副会長 

大塚 博巳君 

 

 

 
1、日 時  2013 年 3 月 22 日（金）  

18：00 懇親会 
       2013 年 3 月 23 日（土）   

9：00 研修セミナー 
2、会 場  ホテルアソシア静岡 
3、参加者  大塚博巳、森下敏顯 
4、本会議 
 （1）高野孫左ヱ門 ガバナー ご挨拶  
①第 2620 地区 78 クラブを訪問した。 
 ひとつの事業、案件に対し 156 通りの反応があ

ることを実感した。 
②ロータリーで大切な基本は「クラブ運営」であ

る。 
    クラブが所在する地域社会のニーズに対応し、

その存在を継続するため地域に役立つ活動が必

要。 
③自身（会社経営）のお話： 

自社の企業グループで「山梨トヨペット」を経

営している。  
トヨタというメーカーは「ものつくり産業」と

いう考えではない。 
豊田織機創業よりの言い伝え：「障子を開けてみ

よ、外は広いぞ！」・・・“一歩踏み出せば、そ

こにチャンス・アイデア・刺激がある。”という

こと。 
ロータリー活動の参考にしてください。 
 

 （2）飯田祥雄 地区研修委員長（パストガバナ

ー） ご挨拶 
①ＲＩはロータリーの改革に向け、各クラブに戦

略計画の策定を求めている。 
 また、ロータリー財団は「未来の夢計画」を掲

げ、奉仕活動と資金の関係を変革させる考え。 
②しかし、地区内各クラブは、立地する地域に築

き上げられた人間関係がある。 
    変化させるより、継続したほうが大切な場合が

多くある。変化を急ぐあまりクラブの存在や地

域での人間関係に影を落とすことがあっては

ならない。 
③会員同士の話合いを大切に、クラブの成長を目

指し活動してほしい。 
（3）セミナー 志田洪顯 ガバナーヱレクト 

（静岡ロータリークラブ）  
   「国際協議会 出席報告」（サンディエゴ、

2013 年 1 月 13 日～19 日） 
   ①2013～2014 ＲＩ会長 ロンＤ・バート

ン（米国オクラホマ州 ノーマンロータ

リークラブ） 
    テーマ：ロータリーを実践し みんなに

豊かな人生を 
   ②ロータリーの基本理念について・・・戦

略計画・中核的価値観 【資料添付】 
    ・日本のロータリーは変わるとき。（チェ

ンジイノベーションが必要） 
     ※ＲＩの中で「中核的な存在」となっ

ている。 
   ③「未来の夢計画」で、ロータリーは新た

なレベルに達する。 
    ・財団委員会は組織の上で変革する。 
     ※財団補助金の運用：本会計と別な会

計処理とする。領収書管理も確実に。（監

査もある） 
   ④青少年交換留学生、米山奨学生は継続す

るが、ＧＳＥは取りやめとなった。 
   ⑤広報委員会は「ロータリーの変革」を伝

える役割。 
     ロータリーのブランド化、価値観を高め

る。 
   ⑥ＩＴ推進委員会は経費削減（間接経費）

に貢献するよう期待する。 
   ⑦分区の名称変更  「アシスタントガバ

ナー（旧 ガバナー補佐）」とした。 
“変革の意識付け”の一環 

   ⑧クラブ運営は、会員の意見を大切に、親

睦しながら楽しいロータリー活動をする。 
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    ・会員は例会に参加すること。 
・会員の増強・維持が必要。 
 

ＰＥＴＳに参加して、いよいよ「2013~2014 年度

がスタートする！」との意を強くしました。 
森下次年度幹事とともに、「セミナーで受けた“ク

ラブ運営の大切さ”を念頭」に一生懸命取り組ん

でまいる所存でございます。会員の皆様のご支援

ご協力をよろしく願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇親会 

 

 

 

■ ３ 分 間 ス ピ ー チ     石垣 善康君                

本日は、今年１０

２歳になられ、現在

でも聖路加国際病院

で回診をされている

日野原重明先生のお

話をいたします。 

現役の医療業務のかたわら、２０００年に新老

人の会を設立いたしました。 
目的は、来るべき日本の高齢者社会を、希望溢れ

る社会になるようリードし行動する人。そして子

供たちに平和と愛の大切さを伝える人たちを新老

人となずけ、同士をつのり新老人の会を設立され

ました。 
現在では３９支部１１、５００人の会員となり、

静岡にも昨年富士山支部が設立されました。 
会費は、年１０，０００円 
年一回、日野原先生の講演をお聞きしたり、その

他支部ごと、のいろいろな活動に参加できます。 
どなたでも入会でき、７５歳以上がシニア会員、

７５歳未満はジュニア会員かサポート会員として

登録いたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当／池谷君） 


