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2018 － 19 年度　　国際ロータリーのテーマ
『インスピレーションになろう』
RI 会長　　バリー・ラシン

川崎北ロータリークラブ会長の方針
『成功するまでち
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が
・
う
・
ことをやり続ける！！』

会長　佐久間 馨
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第2831例会	 平成 30 年 12 月 12 日（水）

点　鐘 佐久間 馨 会長

スマイル体操 豊見山 徹 親睦委員

司会と斉唱 松下 幸夫 会場監督
茂木 常夫 ソングリーダー

「我らの生業」

お客様紹介 佐久間 馨 会長
ゲストスピーカー

環境省 地球環境局長 森下 哲 様
川崎鷺沼 RC 小川 湧三 様
中原 RC 会長 小泉 正博 様
松下会員ゲスト 根木 啓輔 様

出席報告 戸川 俊雄 出席委員
会員数 57 名 出席 38 名 欠席 19 名

（対象外 6 名） 出席率 74.51%

前々回訂正 欠席 15 名 MAKE UP 2 名
（対象外 4 名） 訂正出席率 83.33%
欠席者

クルーズ君 花田君 星野（博）君 星野（妃）君 平野君 
生垣君 石原君 上山君 小林君 峯岸君 
三平君 溝淵君 野口（哲）君 大部君 大塚君 
世良君 重田君 色摩君 谷口君

会長報告 佐久間 馨 会長
1. 中原区諸団体合同　新年賀詞交歓会開催のご案内

日時：2019 年 1 月 10 日（木）16：00
会場：エポックなかはら

2. 川崎青年会議所より「新年のつどい」のご案内
日時：2019 年 1 月 14 日（月）18：30
会場：川崎日航ホテル 11 階　登録料：7,000 円

3. 第 2 グループ第 4 回会長 ･ 幹事会のご案内
日時：2019 年 1 月 15 日（火）18：00
会場：木曽路 宮前平店

幹事報告 相良 久征 幹事
1.  2019 ～ 20 年度 R 財団奨学生募集と推薦に関する資料のご案内
2.  川崎鷺沼 RC より第 1・第 2・第 3 グループ合同 IM のご案内

日時：2019 年 2 月 5 日（火）　点鐘 13：30
会場：ホテル KSP 3F KSP ホール

テーマ：「AI と職業」　講師：夏野 剛 氏 
～私たちの職業は、どう変わっていくのか～

3. 他クラブ例会臨時変更
 ●川崎中央 RC
1 月 14 日（月 ･ 祝）　休会
1 月 21 日（月）　新春夜間例会
サンピアンかわさき　点鐘 18：30
 ●川崎麻生 RC
1 月 11 日（金）　新年例会　アベーテはるひ野店
点鐘 18：00
1 月 25 日（金）　移動例会・職場訪問
 ●  川崎マリーン RC
1 月 24 日（木）　川崎大師参り・夜間例会
東急 REI 川崎キングスカイフロント
 ●川崎南 RC
1 月 29 日（火）　夜間移動例会
横浜ロイヤルパークホテル　点鐘 18：30

委員会報告
職業奉仕委員会 松下 幸夫 委員

職場訪問のご案内
日時：1 月 23 日（水）　訪問先：野村證券　親睦会予定

米山奨学カウンセラー 宮崎 秀樹 会員
先日開催された、米山学友年忘れ家
族会で米山奨学生のティモ君と出席
しました。地区の皆さんと楽しい時
間を過ごしました。

お祝い
渡邊先生の米寿のお祝い：おめでとうございます !



に、地域気候変動適応計画策定の努力義務。地域において、
適応の情報収集・提供などを行う体制（地域気候変動適応
センター）を確保。広域協議会を組織し、国と地方公共団
体等が連携して地域における適応策を推進。

ニコニコリポート 松下 幸夫 会場監督
川崎鷺沼 RC 小川 湧三 様

お世話になります。
川崎中原 RC 小泉 正博 様

皆さま、こんにちは。本日は私ども川崎中原 RC のエイドを
お努めいただいた市川 清 大先輩が現役最後の例会出席とお
聞きし、表敬訪問に参りました。中原 RC の創立から今日に
至るまで、ご指導ご鞭撻の程クラブ会員一同を代表いたし
まして、心より感謝申し上げます。これからもお体を大切
にされ、充実された日々をお過ごしされますこと、ご祈念
申し上げます。本当にありがとうございました。

佐久間 馨 会長、貝田 洋 副会長、相良 久征 幹事
森下 様、卓話楽しみにしてました。川崎鷺沼 RC 小川 湧三 様、
中原 RC 会長 小泉 正博 様ようこそいらっしゃいました。例
会をお楽しみください。

北村 善市 君
会長をはじめ役員諸氏、今年は大変お世話になりました。
日頃ニコニコに協力しませんでしたので、年末にまとめま
した。皆さま来る年も 1 年元気で良いお年をお迎えください。

若林 潤 君
市川 会員には大変お世話になりました。私は RC のことを何
も知らないで入会し、教えをいただきました。私事の相談に
も笑顔でご指導いただき、ありがとうございました。

武田 信平 君
J1 で 2 年連続の優勝を果たした川崎フロンターレの優勝パ
レードが地元の川崎市で行われ、ファンと選手たちが喜び
を分かち合いました。キャプテンの小林 悠 選手が市役所前
に集まったファンに優勝を報告したあと、およそ 40 人の選
手やスタッフを乗せた 2 階建てのバス 2 台が市の中心部に
向けて出発しました。沿道にはおよそ 4 万人のファンが集
まり、「ありがとう」などの祝福の言葉をかけると、選手た
ちは笑顔で手を振ったり、大きな声で応えたりして 2 連覇
の喜びを分かち合っていました。

豊見山 徹 君
前回欠席して申し訳ございませんでした。宮古島に行って
きました。宮古島のパンフレットを持ってきたので、よろ
しければ目をお通しください。

ビール同好会：戸川 俊雄 君、渡邊 敏久 君、宮崎 秀樹 君、 
洪 征治 君、柳澤 信夫 君、武田 信平 君

市川 会員、長い間ご苦労様でした。名誉会員としてよろし
くお願いいたします。森下 様、卓話楽しみにしてました。

茂木 常夫 君
欠席続きで申し訳ありません。

松波 登 君、横山 芳春 君、朝山 浩 君、茂木 常夫 君、 
柾木 永一郎 君、齊木 貴 君

市川 会員長い間ご苦労様でした。また、ありがとうござ
いました。天気の良い日にはぶらりと遊びに来てください。
会員一同お待ちしております。森下 様、本日の卓話よろし
くお願いいたします。

年次総会
次期理事 クルーズ 由美子 君（前回欠席のため）

生まれた時から今に至るまで地元で生活している強みを活か
し、川崎北 RC として地域のお役に立つ活動をしながら、ク
ラブの知名度を上げる PR 活動も同時に積極的に行いたいと
思います。会員の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

卓話
環境省 地球環境局長 森下 哲 様

「気候変動対策について」
1. パリ協定と COP24

パリ協定とは先進国及び途上国、全
196 カ国が参加する 2020 年以降の
温室効果ガス排出削減などのための
新たな国際枠組みであり、世界共通
の長期目標として平均気温上昇 2℃
未満の目標の設定。二国間クレジッ

ト制度（JCM）も含めた市場メカニズムの活用を位置付け、
5 年ごとに世界全体の実施状況を確認する仕組み。COP24
は 2018 年 12 月ポーランドで開催。パリ協定の実施指針の
採択を目指し、非政府主体の積極的なコミットに期待。
2. カーボン・プライシングの検討と ESG 金融の推進
脱炭素で持続可能な経済・社会への移行による新たな成長戦略。
パリ協定による、従来どおりには化石燃料を燃やせない時
代到来は企業の経営戦略に影響し、脱炭素・SDGs の具現
化への資源配分シフト。産業競争力の強化・脱炭素化に向
けた革新的技術の開発と普及。カーボンプライシングと
ESG 金融をセットで経済 / 社会の仕組みとしてビルトイン
し、民間の主体的な活力をドライバーとする。ESG 金融とは、
Environment、Social、Governance という非財務情報を考
慮して行う投融資のこと。
3. 石炭火力問題
石炭火力の CO2 の排出係数が非常に高く、最新鋭技術で
も天然ガス火力の約 2 倍。現実に 40 基の石炭火力の新増
設計画の全てが実行されると、我が国の削減目標達成は困
難。経済性の観点のみで新増設を進めることは許されない。
2018 年 10 月、英国及びカナダが、従来の石炭火力発電所
の段階的廃止を目指し、脱石炭発電連合を発足。計 74 の
国・自治体・企業が加盟。ヨーロッパの一部では 2030 年
までに従来の石炭火力発電を廃止。ビジネスの動きとして
は、事業運営を 100％再エネで賄うことを目指す「RE100」
が 2014 年に結成し、Google など 152 社が、自社のみな
らずサプライヤーや顧客に対して再エネへの転換を促す動
き。脱炭素を達成しないとサプライチェーンから除外され
る時代へ。投資家の動きは世界の再エネ発電への投資額は
火力発電の約 2 倍へ。化石燃料関連資産の将来性への懸念
などから、世界的に化石燃料関連資産から投資を引き上げ
る「ダイベストメント」が加速。世界銀行では、気候変動
サミットにおいて、2019 年以降石油・ガスの採掘に融資
しないことを表明。日本国内でも強まる脱石炭火力の流れ
として、三井住友信託銀行の石炭火力へ融資の中止などが
あげられる。
4. 気候変動への適応
国、地方公共団体、事業者、国民が気候変動適応の推進の
ため担うべき役割を明確化し、気候変動影響評価を約 5 年
ごとに行い、その結果計画を改定。適応の情報基盤の中核
として国立環境研究所を位置付けし、都道府県及び市町村


