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第1320回例会平成27年3月31日(火)発行(No･27号)
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第1321回

2015年3月31日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢2770地区の歌｣

卓　話　会員卓話｢さいたま市の現状｣

神坂達成会員

第1322回

2015年4月7日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣

卓　話　会員卓話｢在宅医療の話｣

松本　岳会員

地区テーマ

ロータリーは人づくりそして奉仕

第1320回･ 2015年3月24日(火)

司会　飯田晃生副幹事

点　　鐘12:30　吉田律子会長

ソ　ン　グ｢それでこそロータリー｣

ソングリーダー鈴木義男会員

会長挨拶　吉田律子会長

幹事報告　横田　元幹事

ご挨拶　浦和ダイヤモンドRC

会長　高橋宜治様

委員会報告　クラブ運営管理委員会

富樫　孝委員長

次年度関係　次年度上野拓也幹事

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

熊田満子委員

出席報告　クラブ運営管理委員会

清水敏夫委員

卓話者紹介　地域奉仕プロジェクト委員会

内田康信委員長

卓　話｢水素社会に向けた展望と課題｣
JX日鉱日石エネルギー㈱関東第2支店

副支店長　川村和之様

点　　鐘13:30　吉田律子会長
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日本海の沿岸では大雪が降っておりまして､その

影響で､また冬に戻ってしまいました｡

3月14日(土)､各団体が集まり､ ｢見沼田んぼキ

レイきれい大作戦｣で､見沼の辺りをみんなでゴミ

拾いをしました｡何百人もの方々が参加し沢山のゴミ､

不法投棄物が集まりました｡我がクラブも大勢の皆

さんに参加頂きありがとうございました｡

本日は､ JX日鉱日石エネルギー㈱関東第2支店副支

店長川村和之様をお迎えいたしまして､エネルギー

問題についてお話を頂くことになっております｡

また､沢山のお客様がおみえになっておりまして､

テーブルが満席になりました｡嬉しいことでござい

ます｡

ロータリーは益々輝いていきますが､国内では沖

縄の知事と政府の間で基地移設に関してトラブルが

発生しているようです｡頻繁に報道されていますが

如何なものかと思います｡一つの国が割れているよ

うな気がします｡また､海外では旅行や留学で来た

方が命を落としたりしていますが､世界中､安JL､な

所がないのではと思うくらいです｡イスラム国では

日本の国自体をターゲットにしています｡緊張感を

もって､尚かつ円滑な外交政策をとっていただきた

いところですが､至難の業と思われます｡

幸いなことで日本では､略奪や暴動はおこりません｡

これは営々として続いてきた日本の国の文化や教育

のおかげだと思っております｡ 125代続いている皇室

が上に輝いています｡ロータリーと同じで輝いてい

ますので､その下で様々なことができます｡そうい

う秩序立った日本人は幸せだと思います｡

本年度は､多くのクラブで創立の周年記念式典が

行われます｡ ｢継続こそ力なり｣ ､素晴らしいこと

だと思っております｡

今日は卒業式が沢山の小学校で行われています｡

昔は､お母さんだけが行くことが多かったようです

が今ではお父さん､お母さん､お爺ちゃん､お婆ち

ゃんも出席するようです｡日本の未来を担う子供た

ちを､みんなで守っていきましょう｡

輝ける日本の国､輝けるロータリーのもと､ 3月

は年度末で多忙な時期ですが､体調に注意して､よ

く食べ､よく眠り､よく遊び､そして､奉仕に仕事

に励んで頂きたいと思います｡

Light Up Rotary

fi▲
ロ第2グループ第7回会長幹事会のご案内が届いて

おります｡

日時:平成27年4月9日(木) 18:30-

場所:浦和ロイヤルパインズホテル｢彩湖｣

吉田会長､横田幹事出席
□新会員　宇津野芳志男氏の入会式を4月7日(火)第

1322回例会で行います｡

浦和ダイヤモンドロータリークラブ
会　　長　　　　　　　　高橋宜治様

幹　　事　　　　　　　　高揮史生様

20周年記念副実行委員長　松本温子様

会長　高橋宜治様

我がクラブは第2770地区第1 ･第2グループの中で
一番若いクラブです｡今年二十歳の成人を迎えること

になりました｡本日は記念事業と式典のご案内に伺い
ました｡ご指導ご協力をよろしくお願い致します｡

20周年副実行委員長　松本温子様

実行委員長の丸山に代わりましてご挨拶に伺いました｡
□4月12日(土)ポリオ撲滅チャリティコンサート

会　場:埼玉会館大ホール13:00-

出　演:浦和高等学校グリークラブ､浦和第一女子
高等学校コーラス､浦和市立高等学校吹奏楽部

□4月28日(火)創立20周年記念式典･祝賀会

会　場:浦和ロイヤルパインズホテル16:00点鐘

テーマ: ｢暖かさを忘れずに　新しい旅立ちへ｣

大勢の皆様のご参加をお願い申し上げます｡
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『水素社会に向けた

展望と課題』

JX日鉱日石エネルギー㈱

関東第2支店
副支店長

本日はお招き頂きましてありがとうございます｡また､

沢山の激励のお言葉を頂きありがとうございます｡私ど

もの取引先であります東産業株式会社の内田社長より要

請を受けまして｢水素社会に向けた展望と課題｣と題し

てお話をさせて頂きます｡

昨年12月に､豊田自動車から｢未来｣という自動車

が発売されました｡これを受けて私どもの会社も､さい

一一　たま市の大和田､狭山市､春日部の三箇所にガソリンス

タンド一体型の水素ステーションを展開しております｡

JXホールディングスは､ 2009年7月に新日本石油とジ

ャパンエナジーが統合しましてできた会社です｡

私どもの会社は､原油からガソリンや軽油などを作っ

てガソリンスタンド､一般消費者等に供給しています｡

今後は原油､エネルギーガス､石炭などから水素を取り

出して､それを溜める･運ぶ､燃料電池･燃料電池自動

車へ供給していこうという｢エネルギー変換企業｣を目

指して取り組んでいるところです｡

水素とは何か｡

①水素の特徴は､最も軽いということです｡ LPガスな

どは漏れますと床に這います｡ところが水素は漏れます

とすぐに上昇して消えていきますo

②水と化石資源の中に豊富に含まれています｡無限大に

あります｡

′■ヽ
③反応し易い｡酸素と反応して電気を作ったりすること

ができる｡

水素は20世紀初頭は､飛行船､気球等に使われまし

たが昭和に入りまして都市ガスと混ぜて燃焼させるよう

になりました｡これからは水素を燃料電池､燃料電池自

動車に供給して､この社会をつくっていこうというのが

水素の役割です｡

石油､天然ガスから水素を作るのですが､作る段階で

C02が発生しますので2030-2050年位までかけて､太

陽光や風力から水素を作る技術を官民一体となって開発

しようというのがこれからの考えであります｡

私も水素ステーションを作る時にときに､隣の地主さ

んに水素ステーションを作りますと挨拶しても｢水素､

冗談じゃない｣と言われます｡ ｢水素は軽いので漏れて

もすぐに上に上昇しますし､漏れないように､漏れたと

ころに火種が無いように作ってあります｡福島原発がな

ぜ爆発したか､軽い水素が充満して､そこに火種があっ

たからです｡水素が漏れても､上に拡散するように作っ

ロータリーに輝きを

てあれば安全です｡ ｣ということを説明して理解を頂い

ています｡

昨年､安倍内閣で閣議決定されましたが､水素は将来

のエネルギーの中心的なものになる､電力､石油の供給

体制に相当する社会構造の変化を伴うような大規模な体

制整備が必要であり､そのための取り組みを積極的に進

める､と決まりました｡ 4大都市を中心に2015年度内

に100ヶ所の水素ステーションを作っていくというもの

です｡現在､全国で23ヶ所の水素ステーションがありま

す｡私どもはこの100ヶ所の内40ヶ所を展開したいと考

えております｡

まずは､ ①燃料電池を普及させる②燃料電池自動車を

普及させる③水素発電を展開する､この三つが水素社会

展開の要素です｡

2020年のオリンピックまでは政府がお金を出し支援

して､ 2025年位には各企業が事業化して下さいという

のが今後の流れです｡

水素社会が受け入れられ､全世界で認められていけば

2020頃には充分ビジネスとして成り立ちます｡その頃

には水素発電､家庭用には燃料電池が普及するという社

会が実現できると思っております｡　(卓話要旨)

八.･･出払薯

JX日鉱日石エネルギー㈱

関東第2支店副支店長
担当マネージャー

㈱鹿島屋　　営業部長

浦和ダイヤモンドロータリ
会　　長

幹　　事

20周年記念副実行委員長

川村和之様
加藤　晋様

鈴木俊英様
-クラブ

高橋宜治様
高揮史生様
松本温子様

クラブ運営管理委員会富樫　孝委員長
日時:平成27年4月19日(日)

場所:松島温泉｢松島-の坊｣
午前6:45分浦和ロイヤルパインズホテル玄関前集合
7:00バス出発

仙台経由三陸道で金華山黄金山神社正式参拝～松島-
の坊19:00点鐘　東北大震災復興視察､塩釜のフェリ
ー｢菜の花丸｣見学

■3月31日申込み締切｡皆様のご参加をお願い申し
上げます｡



浦和ダイヤモンドRC会長高橋宜治様･ 20周年副実行

委員長松本温子様　本日は､当クラブ20周年記念事

業と式典祝賀会のご案内のキャラバンで参りました｡

宜しくお願い致します｡

吉田律子会長　本日は又､日本海側の大雪の故で､

こちらも冬が戻って来てしまいました｡桜も寒そ

うですネ｡又､エネルギー情勢についての､川村

和之様の卓言古楽しみでございます｡何時も何かを
学びながらと言う､ロータリーの方針にピッタリ
です｡有難く拝聴いたします｡

石井孝一副会長JX日鉱日石エネルギー㈱関東第2

支店副支店長川村和之様､担当マネージャー加藤

晋様本日の卓話宜しくお願い致します｡浦和ダイ

ヤモンドロータリークラブ会長高橋宜治様､幹事

高揮史生様､ 20周年副実行委員長松本温子様よう

こそいらっしゃいました｡ ㈱鹿島屋営業部長鈴木

俊英様ようこそ｡

横田　元幹事　皆さまこんにちは｡先日の見沼田ん

ぼキレイきれい大作戦､大変お疲れ様でした｡浦

和ダイヤモンドRC高橋会長､高揮幹事､松本様よ

うこそおいで下さいました｡本日の卓話､鈴木様､

加藤様､川村様よろしくお願い致します｡

町田信行会長エレクト　川村様本日の卓話よろしく

お願い致します｡浦和ダイヤモンドRC高橋会長､

高揮幹事､松本様ようこそ!!

豊田愛祥会員　お客様ようこそ!卓話をいただく川

村様､水素社会のお話､楽しみです｡

棄林幹-会員　浦和ダイヤモンドRC高橋会長､高揮

幹事､バスト会長松本様ようこそ｡ 20周年おめで

とうございます｡

内田康信会員JX日鉱日石エネルギー㈱関東第2支

店副支店長川村和之様いつもお世話になります｡

本日の卓話宜しくお願いします｡

浅見　定会員JX目鉱日石エネルギー㈱関東第2支

店副支店長川村和之様本日の卓話よろしくお願い
します｡

斉藤忠治会員JX日鉱日石エネルギー㈱関東第2支

店副支店長川村和之様､本日はようこそ浦和北東

クラブにおいで下さいました｡卓話よろしくお願

いします｡浦和ダイヤモンドRC高橋会長､高滞幹事､

松本副実行委員長､歓迎致します｡

囲谷昭吾会員　ここ2-3日､又寒い日となりそう

な予報で桜の花もびっくりしているようです｡早

く暖かい日を迎えたいと思います｡それは勝手な

がら､ 3月下旬から4月中旬まで種々の関係で花

見会のさそいが来ているからです｡今日の卓話､

近年のエネルギー関係についてのこと､よろしく

お願いします｡又､ 3名のお客様歓迎致します｡

富樫　孝会員　本日はお忙しい中､ JX目鉱日石エネ

ルギー㈱第2支店副支店長川村和之様､卓話にお

越し頂きありがとうございます｡浦和ダイヤモン

ドRC20周年おめでとうございます｡

鈴木義男会員　本日の卓話､エネルギーの話を聞か

せて下さい｡楽しみにして居ります｡

大熊勝巳会員　皆さんこんにちは｡先週の日曜日に

息子が地元の浦和明の星幼稚園を卒業しました｡

3年間があっという間に感じました｡ 4月からは

大牧小学校に入学します｡昨日はランドセルが自

宅に届いて､本人も喜んでいました｡ JX目鉱日石

エネルギー㈱第2支店副支店長川村和之様､卓話

よろしくお願いします｡

繰越金958,030円　本日30,000円　計988,030円

上野拓也次年度幹事

ロ次年度委員会構成表を配布致しました｡次年度の

準備をすすめております｡
□4月14日､例会終了後次年度委員長セミナーを開

催致します｡ 13:45より当ホテル｢常盤･高砂｣

基調講演:ガバナーエレクト井原　賓様
口地区研修協議会が4月17日に大官ソニックシティ

で開催されます｡点鐘10:20　出席義務者の方はよ

ろしくお願い致します｡

出席報告
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例会日　毎週火曜日12:30-13:30

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル
TEL 048-827-1 1 1 1

事務局　さいたま市浦和区高砂2-4-3

内田ビル3階〒330-0063

TEL 048-81 4-0450

FAX 048-81 4-0460

会　　長

会長エレクト

副会長
幹　　事

S A A

副幹事
クラブ広報委員長

子行〓冗央生-律信孝　和晃謙田田井田野田作書町石横星飯矢


