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次回の卓話
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ガバナー補佐訪問

ガバナー補佐 小西喜代一様
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四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト 言行はこれらに照らしてから

１． 真実かどうか ３． 好意と友情を深めるか
２． みんなに公平か ４． みんなのためになるかどうか
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国歌斉唱

ロータリーソング「奉仕の理想」

岸和田RC歌「両手を揚げて」

お客様の紹介

出席報告

誕生日・結婚記念日のお祝い

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「IAUﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟに参加して｣

陸上自衛隊信太山駐屯地

第37普通連隊

宮里康和様

(紹介:福岡敏文会員)

奉仕の理想に集いし友よ

御国に捧げん我等の業

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

永久に栄えよ

我等のロータリー

奉仕の理想

1.葛城に昇る 朝日に

両手を揚げて

奉仕の理想を迎えよう

すばらしい明日を築く

我ら岸和田ロータリークラブ

2.茅渟の海に 沈む夕日に

両手を揚げて

四つのテストを讃えよう

輝く未来を築く

我ら岸和田ロータリークラブ

両手を揚げて



2009年10月28日 第2715回

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「Sing!Everyone,Sing!」

唱歌「赤とんぼ」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話「太陽光発電の近況と今後」

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工(株)住建事業本部

副参事 近藤正博様

(紹介 奥 藤喜雄会員)

会員数４２名 出席義務会員数３７名

１０月２８日 出席会員25名 67.57％

１０月１４日 MUを加えて 86.49％

岡本桂四郎会長

●会合報告

10/17 家族例会が開催されました。奥様方を含む

多数のご出席、ありがとうございました。

10/22 RAC例会が開催され、山形委員長と私が出席

をしました。

10/24 近隣会長幹事会が開催され、櫻井幹事と

私が出席しました。

10/25 春木川・轟川一斉清掃が実施され、坂口委

員長・山形委員長・皆見委員長・中井会員

・毛利会員、そしてRACの炭谷会長・櫻井

会員・中会員が参加しました。

10/29 前期ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸﾞが開催されます。

本日は３分間スピーチを岸田次郎会員にお願い

しています。岸田会員は1987年7月入会、1996-97

幹事を務め、世界奉仕・社会奉仕・国際奉仕・会

員増強等の委員長を歴任、1998-99年に会計を担

当されました。

●１１月 会員誕生日

３日 櫻井 新嗣 会員

１０日 坂口 一男 会員

１６日 覚野 博夫 会員

２０日 川口 光國 会員

３０日 西明寺講治 会員

●１１月 会員結婚記念日

１日 横谷 哲郎 会員

３日 岡本桂四郎 会長

４日 高松 正剛 会員

１３日 柴田 辰男 名誉会員

２１日 亀井 茂 会員

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工(株)住建事業本部

副参事 近藤正博様

岸田次郎会員

タイへゴルフ旅行に行ってきました。

チェンマイに滞在し、チェンライ→メーサイとタイ

国、最北端の街からミャンマーに入国し、日帰り旅

行をすることができます。また、ラオス・ミャンマ

ー・タイの接点であり、「ゴールデントライアング

ル（黄金の三角地帯）」と言われた昔の麻薬の集積

地にも行ってきました。象に乗ったり、首長族も観

てきました。ラオスの島にも上陸してきました。

チェンマイの知人は大手会社を52歳で希望退職し、

15年間英国ロンドンに住んでいました。

奥様は日本人の奥様を対象とした「パンの教室」

を開き、経済的にも自立しておられましたが、主人

は毎日ゴルフ三昧でした。その内、段々とイギリス

が住みにくくなり、約10ヶ月前にチェンマイに移り



住んでいます。チェンマイでは大手企業60社以上の

退職者がたくさん住んでいる様で、話も合い、楽し

いとおっしゃっていました。

余生を海外で過ごすと物価も安いので、年金で日

本（での生活水準）以上に生活できるタイは、リタ

イア生活を送る者にとっては、今までに無い楽しい

生活を送れているようです。

●例会臨時変更・休会の連絡

岸和田北RC・岸和田南RC・貝塚RC・貝塚コスモス

RC・和泉RC・高師浜RC。詳細は事務局まで。

久松正典会長エレクト

明日のインフォーマルミーティングについて、

ご連絡させていただきます。明日は24名の参加と聞

いておりますが、充実した会合にしたいと思ってお

ります。テーマは「地域への貢献」です。皆様方の

夢を楽しく語っていただきたいと考えております。

宜しくお願いいたします。

新世代・人間尊重委員会

山形直道委員長

本日はRACの炭谷会長の代理でご報告させていた

だきます。２ヶ月程前よりロータリアンとRACメン

バーの交流の一環としてご連絡しておりました件に

つきまして、11/1（日）12：00より忠岡港にてバー

ベキュー＆釣りを実施することになりました（11：

30集合）。雨天の場合にはボウリング大会に変更さ

せて頂きますので、雨天決行とします。

是非ご参加頂きます様 宜しくお願い致します。

●奥 藤喜雄会員

本日、卓話を担当させていただきますので。

●久松正典会員

明日、インフォーマルミーティングです。インフ

ルエンザ流行にも関わらずご出席いただきまし

て、健康な会員諸氏に感謝申し上げます。

●石本喜和男会員

家族例会を欠席しました。

●高松正剛会員

私と家内の誕生日にステキなプレゼントをあり

がとうございました。

奥 藤喜雄会員

本日はパナソニック電工(株)住建事業本部の近藤

様にお願いしまして、現在非常に脚光を浴びている

「エコ」の視点から、太陽光発電についてお話しい

ただきます。（太陽光発電の）市場も飛躍的に拡大

している中、皆様方に何かヒントを与えて下さるの

では、と期待しております。（太陽光発電を導入す

ると）市町村より助成金があるという話も聞いてお

ります。短い時間ではございますが、どうぞ宜しく

お願いいたします。

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工(株)住建事業本部

副参事 近藤正博様

1997年に地球温暖化防止京都会議（COP3）におい

て採択された温室効果ガスの削減目標などを定めた

議定書が2005年2月16日に発効し、これは先進国が

率先して温室効果ガスの排出削減に取り組むという

原則を掲げ、国際的に合意されました。また、2007

年には主要国首脳会議（サミット）を北海道洞爺湖
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で開催し、環境・気候変更の項目で2050年までに世界

全体の50％削減を達成する目標を採択することで同意。

これらの国際的な動きに基づいて、日本も地球温暖化

問題が世界的に喫緊の課題となる中で、2008年1月、

当時の福田康夫内閣総理大臣が「クールアース推進構

想」を発表し、2050年には温室効果ガスの排出量を少

なくとも半減させることを目標に掲げました。

具体的には、

・2020年には太陽光発電を現状の10倍に、2030年に

は40倍に増やす

・新築持ち家住宅の7割以上に太陽光発電を導入する

という数値目標が設定されました。

それを受け、経済産業省は2009年度に太陽光発電に

対して237億円の補助金の予算を決定しましたが、（そ

のスケジュールでは）遅いという事で、2008年度に90

億円の補正予算を計上し、2009年の1月から3月までの

補助金7万円/kWを施行しました。これにより前年度ま

で年間5万件程度だった（太陽光発電設備の）販売数量

が3ヶ月で2万件の設置となり、太陽光市場が活性化さ

れることになりました。また、低炭素化社会の構築の

ため、余剰電力の買取制度を充実（従来の売買金額の

約２倍で買取）することにより、更に市場は活性化さ

れる見通しとなっています。欧州では既にドイツ・ス

ペイン・イタリアなどの国で太陽光発電の普及促進の

実績があり、特にドイツはFIT（フィード・イン・タリ

フ）制度で電力会社の買取価格を高く設定する事で、

普及率を世界No.1にしました。自然に優しい太陽のエ

ネルギー技術を生かす技術の応用が、日本で今始まっ

たといっても過言ではありません。但し、市場は活性

化されてはいるものの、販売面については訪問販売等

の悪徳商法が横行しており、過去、同じ様に補助金政

策を実施し、太陽のエネルギーを使って環境や家計に

貢献する「太陽光温水」がありましたが、悪徳商法の

代名詞になる様な状態で衰退していきました。

今後、この太陽光発電を普及させる為には、拝金的

なセールストークを排除し、5年後・10年後に負の遺産

（雨漏りや飛散などのｸﾚｰﾑ）とならない様に、屋根施

行に対して耐震性・耐風性の技術革新を行い、無理な

施工はしない事を徹底して、ユーザーへの信頼性向上

を目指す事が必要不可欠と思います。最後に、太陽光

発電は全ての人が「地球環境保全のため、次世代の人

が安心できる世界を作る」という考えを持って接する

ことが一番大切である、と申し上げて私の話を終わり

にしたいと思います。どうもありがとうございました。

近隣クラブ卓話ご紹介
岸和田東ＲＣ １１月１３日（金）「自動車盗難について」 奥 忠道会員
岸和田北ＲＣ １１月１０日（火）「私の思うロータリー」

地区職業奉仕委員 佐藤栄志様
岸和田南ＲＣ １１月１２日（木）「未定」貴多野泰夫会員

NOVENBER ２００９ １１月 ロータリー財団月間

Sunday      日 Monday 月 Tuesday 火 Wednesday 水 Thursday    木 Friday        金 Saturday    土

久米田池清掃

岸和田RAC交流会

文化の日

RAC振替休会

（11/4）

例会「IAUﾜｰﾙﾄﾞｶｯ
ﾌﾟに参加して｣

宮里康和様

紹介福岡敏文会員

RAC例会

例会

ガバナー補佐訪問

ｸﾗﾌﾞｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ

ﾜｲﾝ＆ｸﾞﾙﾒ同好会

於.がんこ岸和田

五風荘

例会「ｽﾎﾟｰﾂﾏｰｹﾃ
ｨﾝｸﾞとｲﾝﾀｰﾈｯﾄ｣
米山奨学生

朴燦浩様

RAC例会

勤労感謝の日 例会

ガバナー公式訪問

(終了後 懇談会)

ＩＭ第６組

ﾎｽﾄ：りんくう泉佐
野ＲＣ 於全日空

ｹﾞｰﾄﾀﾜｰﾎﾃﾙ大阪
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