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 ロータリー創立日 1905年2月23日 

 千歳ＲＣ創立日  1967年4月26日 

 本日の例会 （8月6日 第6回）通常例会                       担当：会員増強委員会 

第5回（通算2385回）通常例会報告 

日時：2015年7月30日（木）12：3０～13：30 

場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳例会場 

プログラム：通常例会 

担当： クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会 

進行：SAA・プログラム委員会 伊藤 一三 委員長 

四つのテスト 親睦活動委員会 小畑 彰 副委員長 

千歳ロータリークラブホームページ http://www.chitose-rc.jp 

  皆さん、こんにちは。さる7月

26日に私の三男が結婚式を挙げる

ことが出来ました。これで3人の子

供が全て家庭を持つことが出来ま

した。親として子どもたちに感謝

したいと思っています。当日は

ANAクラウンプラザホテル千歳の

藤井総支配人には大変お世話にな

りました。また出席していただき

ました会員の皆様には感謝申し上

げます。  

 さて、皆さんご存知のように、私は千歳市町内会連合会の会長と

いう立場をいただいております。これは千歳市内146町内会の単

一町内会の会長をしている事、そして、市町連の各ブロックから選

出されている市町連の理事になっている事が条件で、その中から2

年毎に選ばれます。今、私は現在3期目、5年4ヵ月目に入りま

す。私が受けた市町連の会長という役割が思ったより非常に広く、

多くの団体より会合や会議に出席を要請されることが多くあり、ま

た多くの当て職がついてきます。日本赤十宇北海道支部及び日本赤

十字社北海道支部千歳地区協賛委員会、千歳地区共同募金会、千歳

社会福祉協議会、千歳市交通安全推進委員会、そして、千歳市から

の各審議会の協力依頼等などがあります。  

 今回は「日本赤十字社」について話をしてみたいと思います。日

本赤十宇社は「人道」の理念のもと、命と健康を守るために、さま

ざまな活動を行っている民間団体です。千歳においては、千歳市長

が日本赤十字社北海道千歳地区地区長で、市町連の会長が日本赤十

字社北海道地区協賛委員会委員長となっています。皆さんは、赤十

字、日赤という言い方で良く聞いていると思います。日本赤十字社

は日本赤十宇法により昭和27年に認可法人となっています。  

「日本赤十字社は社員を持って組織されています｡」  

1、日本赤十字の社員は赤十宇の目的や事業を理解していただく、

毎年一定の金額を拠出して赤十宇を支えてくれる個人や法人のこと

をいいます。（社費） 

 2、その他に、事業資金として寄せられる協力金（寄付金）この

社費と寄付金を総称して社資といいます。  

3、日本赤十字社の事業として、災害救援、地域福祉活動、赤十字

奉仕団、青少年赤十宇、国際活動、広報活動、社会福祉事業、医療

事業、看護師要請事業、血液事業、などが行われております。これ

らの日本赤十字社の事業は、単年度限りのものではなく継続的な事

業ばかりです。  

 さて、皆さんご存知のように、毎年5月に「赤十字運動月間」に

合わせて「赤十字社員増強運動を全国的に実施しています。これ

は、厚生労働省社会・援護局長名で各都道府県、各中核市、市長宛

会長挨拶（沼田 常好 会長) 
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    ～８月は会員増強･新クラブ結成推進月間～  

に通知し、北海道では、北海道保険福祉部長名にて、各総合振興

局・振興局長様宛、各市町村長宛に通知されます。皆さんが、5月

ごろに各町内会で社資募集のポスターやチラシが個別配布を行っ

ているのを見ていると思います。これは戸別募集方式による協力

をお願いする方法です。法人（事業所関係）は協力依頼をいたし

ます。千歳市においては、支援戴いている企業は、79社です。自

衛隊3基地からの協力もいただいております。 

  平成27年～29年度目標額は8,442,000円ですが、家族構成の

変化、ライフスタイルの多様化、経済情勢などにより、ここ数

年、社資募集目標額に対して実績額は減少傾向にあります。（千

歳 市 に お い て は 92.8％、一 般 社 費  87.3％、法 人 社 費 

171.6％）千歳市の平成26年度募集実績は8,257,892円 その

18％が千歳市地区に交付されます。平成26年度は1,486,400円

です。このお金は、千歳市地区会計の事務費・事業費として配分

されます。その内訳は奉仕団助成費446,000円、地域福祉活動費

774,000円となっています。その他に、皆さん良く社協で使って

いる車に赤十字災害救援車「博愛号」と書いてある車を見ると思

います。これは申請により来る場合が有ります。本年度は15台を

希望する地区などに配置をしています。  

 以上です。本日の例会よろしくお願いします。 

幹事報告（藤川 俊一 幹事） 

１、ロータリー日本事務局クラブ･地区支援室

より7月28日（火）に8月の特別月間名称変

更の連絡が事務局にありました。変更後の名

称は｢会員増強･新クラブ結成推進月間｣です。  

2、7月28日（火）の千歳ＲＡＣ定例会に沼

田会長､大西副会長と出席してきました｡当ク

ラブから7名の会員が出席しました。  

3、本日の例会終了後に理事会を開きますの

で､理事の方の出席をお願いします。 

委員会報告  

出席・資料管理委員会 須川 美和 委員長 

 本日、皆さまのお手元に7月中に発行予定と

いう事でお約束していた会員名簿を配布させ

ていただきました。一番上には通し番号を

打っておりまして、下2桁が会員番号と一致し

ております事をご確認下さい。また、内容に

ついては精査したつもりではありますが、誤

字脱字等ありましたらご容赦下さい。その場

合は来年度に活かしていきたいと考えていま

すのでお知らせ下さい。 

ＲＧ会 ＰＣ 藤本 敏廣 会長 

 皆さん、こんにちは。8月16日（日）に第

2回目のＲＧ会ゴルフ大会をちとせインター

ゴルフクラブにて開催します。今回お盆の最

終日の日曜日に設定させていただきましたの

で、平日だと参加出来ない方はどうぞご参加

下さい。参加料は2,000円で集合が11時15

分、スタートが11時54分です。スタート前に食事が出ます。是

非多くの皆さんのご参加をよろしくお願いします。 
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出席率 

今回：68.9％（7月30日＝40／58 実数） 

確定：84.5％（7月16日＝49／58､うちMu0名） 

 

 

 

 

 

 

 

 皆さん、こんにちは。北海道ガス株式会社 千歳支店 支店長

を務めている 高橋 憲司 です。今日は「昨今のエネルギー・

環境政策の動向 2015」と題しまして卓話をさせていただける

機会を設けていただきありがとうございます。濃縮した内容です

ので、皆さんが興味を持つように心がけて卓話をさせていただき

ます。よろしくお願いします。では早速、卓話に移らせていただ

きます。 

 本日の内容ですが、エネルギーについて全体的なお話をさせい

ただきます。次に天然ガスが国際的にどういう位置付けになって

いるかについて話をさせていただきます。3番目で、我々が住む北

海道として、天然ガスがどのような形になっているかをお話をさ

せいただきます。最後にガスで発電しましょうという話をさせて

いただきます。 

第1章  日本のエネルギー政策について 

 現状ですが、主要国のエネルギー輸入依存度の中で日本のエネ

ルギー自給率は約4％強です。その内訳は、天然ガス14.8％石油

3.2％石炭0.0％廃棄物等33.0％水力発電32.6％熱太陽光等が

16.3％という訳になっています。次に日本の一次エネルギー供給

構造日本の電源構成も、第1次オイルショック、湾岸戦争時、震災

直前、震災後、において著しく変わっております。 

 次に今後、日本の長期的なエネルギー展望は、原発はどうなる

のか、温暖化対策は、再生エネルギーの位置づけについては、エ

ネルギー基本計画が平成2014年4月閣議決定されています。これ

には2030年時点の日本の望ましい一次エネルギー構成と電源構

成案を固めています。結論としては、原子力、石炭、石油、再生

可能エネルギー、天然ガスをベストミックスさせていくことが国

の考え方です。次に電力・ガス

が自由化されました。2013年

11月改正電気事業法が成立し

2016年度から電力小売全面自由

化となります。またガスも2017

年度から全面自由化となり、エ

ネルギー業界の垣根を越えた 競

争時代が到来したといえます。 

 

 

第2章 天然ガスと国際状況について 

 天然ガスの特徴は化石燃料の中で一番負荷が少ないクリーンな

エネルギーです。 CO2の排出量は石油の約7割、窒素酸化物は石

油の約6割、硫黄酸化物は一切出しません。特徴としましては、ロ

シア、アメリカ、オーストラリアなど世界に広く分布しているこ

とです。気体燃料なので燃焼性がいい。省エネが図られる。ま

た、天然ガスの中で LNG がありますが、これは天然ガスを液化

したものです。液化することによって体積が600分の1に減るた

め輸送性にすぐれています。また世界の天然ガスの取引量はパイ

プラインの方が7割、液化天然ガスは3割です。 

 もう一つ天然ガスにはシェールガスというものがあります。天

然ガスが在来型のガスいわれているのに対し、シェールガスは非

在来型の天然ガスといわれています。非在来型のガスにはシェー

ルガス、コルベットメタン、タイトガスなど技術革新によって新

たなエネルギーが発見されています。雑誌等でも言われているよ

うに世界のシェールガスの全埋蔵量を回収できれば、世界の200

年～250年分以上を賄えるといわれ劇的に世界のエネルギー情勢

が変わるといわれています。 

次にロシアの資源外交についてで

す。プーチン大統領は強力に資源

外交を進めています。天然ガス、

油を含めて極東地域に集中し、ロ

シア極東地域の経済発展、天然ガ

ス輸出先の拡充を目的にシベリ

ア、サハリンのガス資源を長距離

パイプラインシステムで沿岸部に

輸送し国際パイプラインまたは液化天然ガスとして輸出拡大を計

画しています。 

クラブ会報・広報・雑誌・ＩＣ委員会卓話（高橋 憲司委員） 

ニコニコＢＯＸ 

１．沼田 常好 会長 ①本日の例会よろしくお願いします。②7月26日に息子

の結婚式が無事に終わりました。ありがとうございました２．瀧澤 順久 会

員 妻の誕生日にお花をありがとうございました３．阿部 正信 会員 久々の

昼の例会出席です。よろしくお願いします４．高橋 憲司 会員 本日の卓話よ

ろしくお願いします。少々固い話で眠くなるかもしれませんが、辛抱して聞

いていただければ幸いです５．山中 正一 会員 本日はクラブ会報・広報・雑

誌・ＩＣ委員会の担当例会です。高橋委員、よろしくお願いします６．喜多 

康裕 会員 ①初めて参加させていただいた「ひづめの会」ゴルフコンペで見

事ブービーメーカーになりました②斉藤えみこ会員、「ひづめの会」ゴルフ

コンペで110位おめでとうございます７．福田 武男 ＰＣ 道銀ライラック会

チャリティゴルフコンペで優勝しました８．五十嵐 桂一 会員 山口市長のゴ

ルフコンペでハーフの自己ベスト更新が目の前でしたが80cmのパットに失

敗し達成出来ませんでした。次回頑張るぞ９．武石 忠俊 ＰＣ 第13回「ひ

づめの会」天気が良くて良かったです10．大澤 雅松 会員 本日から千歳川

ビール祭りです。3日間とも19時から「千歳恋物語」を歌う事になりまし

た。ロータリーダンサーズの飛び入り参加を歓迎します。11．長澤 邦雄 Ｐ

Ｃ 先週横浜の孫（小学3年生）国会議事堂（衆議院）見学出来ました。神奈

川県選出3期目の福田議員の案内で本会議場をはじめ、総裁室、第一委員会

室や総理の椅子にも座らせていただきました。大変勉強になりましたので皆

さまも機会があれば是非見学してみて下さい  

本日のニコニコＢＯＸ   11名 23,000 円  

第3章 北海道の天然ガス基礎講座 

 北海道には10の都市ガス事業者がありますが、北海道にどのよ

うな形でLNGを供給しているかと

いいますと、石狩の基地からパイ

プラインやローリーや JR貨物など

を 使 っ て 輸送 し てい ま す。函館

は、石狩から船で供給、石油資源

開発㈱にも 供給してますが、船で

苫小牧へ輸送しています。 

 

 

第4章 ガスマイホーム発電について 

 現在家庭用発電システムとして、商用化されているのは太陽光

発電、ガス発電、風力発電等があります。ガスマイホーム発電

は、家庭で天然ガスから電気を作り、発生した熱を給油や暖房に

利用するエネルギー有効活用の仕

組みです。エネファーム（商標）

は燃料電池を使い年間で電気代約

60％をカット,コレモ（商標）は

年間の電気代約40％をカット

し、節電に大きく貢献します。 

オール電化を100とした場合の1

件当たりの電気使用量はコレモは

93％の節電、エネファームでは

95％の節電ができます。 

 専門的な話もありましたが、具体的内容から、最後は纏めてい

ただきわかりやすく語っていただきました。 

～詳しくはホームページをご覧ください～ 

 千歳ＲＡＣ第4回定例会参加報告 

 7月28日（木）19時30分より、ANAクラウンプラザホテル千

歳にて今年度ロータリアンを招いての初めての定例会となる、千歳

ＲＡＣ第4回定例会が「アクトのメンバーを知ってもらおう！」と

いうテーマで開催されました。今回は、共同提唱三クラブの千歳Ｒ

Ｃより7名、千歳セントラルＲＣより8名、恵庭ＲＣより5名の会

員と、オブザーバー1名、千歳ＲＡＣからはメンバー10名が出席

されました。 

 本日の定例会では前年度役員よりバッジの引継ぎが行われた後、

報告事項として汪会長より2015-16年度の年間活動計画が発表さ

れ白木 郁江 会計より2015-16年度の予算案が発表されまし

た。本日のプログラムはアクトメンバーによる「自己紹介」が行わ

れました。30秒以内で自身の事を紹介した後、「実は私・・・な

んです。」という題目をお話しいただきました。自己紹介終了後は

広岡委員長の進行で、参加者より個別に質問なども受付け会場は盛

り上がっておりました。定例会の終わりには、提唱3クラブの会長

より今年度スタートした千歳ＲＡＣに対する激励の言葉と共に例会

の講評をいただき今回の定例会は終了しました。 

～詳しくはホームページをご覧ください～ 
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