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第 1615 回
卓

例会

平成 28 年 5 月 16 日

話「 私の職業 」
坂本

一成

会員

今週の歌「 Ｒ−Ｏ−Ｔ−Ａ−Ｒ−Ｙ 」
先週内容

会長挨拶

青木会長

２週間ぶりの例会となります。
皆様ゴールデンウィーク中は、どのようにお
過ごしになられましたでしょうか？
さて先週５月７日 ( 土 ) の盛岡西ロータリー
クラブ創立５０周年記念式典・祝賀会に、家
村災害復興委員長を団長といたしまして、当
クラブより 7 名で出席して参りました。後ほ
ど家村団長より詳しく報告があると思います
が、友好を深めてまいりました。盛岡西ロー
タリークラブの友好クラブであります、東京

青少年奉仕月間
次週 第1616回 例会予告
卓

平成28年5月23日

話 「育てよう未来の有権者」
阪本 勝彦 会員

ラブとのバナーの交換もしてまいりました。
それで思いましたのが、近々発生いたしま
した熊本・大分地震による災害被害のことで
あります。+ 地区を通じてとりあえず募金は
させていただきましたが、決してそれだけで
済ますわけにはいかない問題です。今後の課
題として考えていきたいと存じます。
そして今月 28 日 ( 土 ) より、韓国ソウルに
おきまして 5 日間、国際大会が開催されます。
当クラブより、新井ガバナー補佐を団長とい
たしまして、現在のところ 8 名の会員の出席
者があります。まだ日にちがございますので、
一人でも多くの会員、特に在籍年数の若い会
員の出席を願っています。
木田国際奉仕委員長どうぞよろしくお願い申
し上げます。

お客様紹介
ゲスト

親睦委員長

近藤委員

大阪ガス ( 株 ) リビング事業部
卯城 了様、林 慶祐様

自己紹介
ハルビン出身で，大学を卒業後 1 年間勤務
した後，2 年半前に来日して，日本語を勉強し，
昨年 4 月から大阪大学大学院で学んでいます。
会計学ゼミに所属しており，将来はグローバ
ルに活躍できるよう，最善を尽くし，社会に
還元していきたいと考えています。1 年間お
世話になりますが，どうぞよろしくお願い致
します。

幹事報告

荻田幹事

1. ロータリーの友 5 月号をお配りしましたの
で、お読みください。

理事会報告
第 13 回の理事会を 4 月 25 日に開催しました。
ご報告させていただきます。
1. 7 月度プログラムについて承認。
2. 新入会員、水谷徳之会員の所属を親睦委員
会とすることで承認。
3. 山岡会員の退会に伴う出席委員長について
澤井副委員長が就任されることで承認。
4. 戦略計画委員会の決定事項について。
①戦略計画委員会は会長の諮問機関ともいえ
るものであるため、答申内容については理事
会に諮ることで決定。
②第 2 回戦略計画委員会で、次年度への引継
ぎを文書に行うことの承認。
③炉辺談話については、会場選択については、
親睦委員会が行うことで承認。
5. 木下親睦委員長より春の移動例会行事・会
計報告。

出席報告

伊藤クラブ奉仕委員長
●会 員 数 49名 ●来
客
３名
●出席会員数 38名 ●本日の出席率 83.37％
●4月18日の出席率（メーキャップを含む）100％

お誕生日の御祝

東北震災担当

5月

家村会員

盛岡西ＲＣ創立 50 周年記念式典に招かれて
平成 28 年 5 月 7 日の記念式典に青木会長，井
伊エレクト，木田・榎原・紙谷・木下会員ととも
に出席してきました。
国際ロータリー第 2520 地区ガバナーの講演や
野嶽太鼓の演奏などがあり，大変盛大な式典でし
た。

次年度国際奉仕事業についての
お知らせとお願い

井伊エレクト

次年度の会長目標の一つである、姉妹クラ
ブであるスリランカ・コロンボセントラル RC
との人的交流の代表団派遣のお知らせを全員
に FAX させていただきました。

◆木下会員：盛岡西ロータリークラブ 50 周
年記念式典へ参加してきました。97 歳のチャ
ーターメンバーが表彰されておられ感動しま
した。

事業内容につきましては FAX 通りですが、
コロンボセントラル RC チャーター周年記念
式典の日程に間違いがあった旨の連絡が、次
年度国際奉仕プロジェクト委員長の小林さん
の方に入りました。
9 月 16 日ではなく 9 月 21 日（水）だとの
ことでございます。
訪問団の日程は 9 月 20 日（火）出発 9 月
24 日（土）帰国を基本プランとして考えてい
ただいていますが、秋のシルバーウィークの
真ん中なので航空機の座席状況により変更が
あると思います。
姉妹クラブ締結 30 周年を機に、10 数年合
同事業を行っていないのでその足掛りとして、
若いメンバーを中心に経験者未だ現地に行っ
ておられない会員の参加をぜひお願い致しま
す。
現在の内定者は、井伊・紙谷・木田・榎原・
木下・小林・橋本芳の皆様です。
なお、先日 CCRC のクラブアッセンブリー
が開催され、今回の我々の訪問団を歓迎し、
これを機会に両クラブの友好関係が再構築さ
れることを熱望する旨の話し合いが行われた
とのことでございますので、重ねてよろしく
お願い致します。

ニコニコ箱

小林ＳＡＡ

◆尾家会員：この度お陰様で旭日小紋章を受
賞することになりました。
◆家村会員：盛岡西 RC50 周年に青木会長を
はじめ 7 名のメンバーが出席をしていただき、
お疲れ様でした。盛岡西 RC のメンバーの方
③炉辺談話については、会場選択については、
も大変喜んでおられました。ありがとうござ
親睦委員会が行うことで承認。
いました。
◆小林会員：盛岡西 RC50 周年への代表団の
5. 木下親睦委員長より春の移動例会行事・会
皆さん、ゴールデンウィークにもかかわらず
計報告。
本当にお疲れ様でした。

お迎えして
◆宮川会員：忘れかけていた誕生日お祝いあ
りがとうございました。
◆佐藤会員：前回欠席でした。スミマセン！！
をお祈り申し上げます。
本日までのニコニコ箱
本日のニコニコ箱
累計のニコニコ箱

1,312,091 円
31,000 円
1,343,091 円

テーマ
「エネルギーの自由化を巡る昨今の動向と
次世代エネファームについて」
大阪ガス株式会社リビング事業部
リビング営業部

北部販売チーム
卯城
林

了

様

慶祐

様

1. エネルギーの自由化を巡る咋今について
(1)
エネルギーの自由化とは
次年度の会長目標の一つである、姉妹クラ
→2016
年度に電力自由化･2017 年度にガス
ブであるスリランカ・コロンボセントラル RC
の自由化というように従来ならば国の定めた
供給会社のみからの供給であったエネルギー
との人的交流の代表団派遣のお知らせを全員
を消費者自身が選択できるようになる制度の
に FAX させていただきました。
こと。

(2) 電力の自由化とは
→従来の制度 ( 国が決めた供給会社のみの
供給 ) とは違い消費者の意思で自由に電気
代を支払う料金会社を選択できる制度の
こと。
近畿圏において大阪ガスは新規参入会
社の中でも多くの契約をいただいており、
次世代のエネルギー会社としての役割は
大きくなってきている。
→これからの電力会社・ガス会社を我々
が選択するということは、これからの日
本のエネルギーの未来を選択するという
こと。
2. 次世代エネファームについて
→世界最高の発電効率。
→世界最高峰の燃料電池システム。
→弊社がなぜエネファームに取り組んで
いるのか。
以上

