
第2188 回 例会
9 月 3 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
北川　和夫　会員　　「私の名刺」　

２．出　欠
出　席　31 名　　欠　席　14 名

３．来訪者
米山奨学生　チャン・タイン・ハイ君

４．皆出席顕彰
48 ヶ年　　大村　精二君
44 ヶ年　　木下　和吉君

５．新入会員紹介
西岡　育代君（紹介：木下会員）
諸江　美奈君（紹介：屶網会員）

６．お誕生日祝い（敬称略）
　8 日  中村　實博　15 日 大村　精二
22 日  喜多　利行、佐賀　務

７．米山奨学金授受
８．ニコニコボックス

中村（實）君先日は亡き母の葬儀に多く
のご厚情を頂き有難うございま
した。心より感謝申し上げます。
9 月の誕生祝いを頂きありがとうございます。齢 68 歳になりま
す。今日は 2 名の新会員を迎えることが出来、おめでたい日に
なりました。当クラブの平均年齢（65.84 歳 ) を押し下げて頂
き有難うございます。仲良くやりましょう。

松田君　新入会員をおむかえして。北川会員のお話楽しみにしております。
木下君　44 年間、皆出席できた事に感謝して。新たに西岡育代さん

諸江美奈さんを迎えて。
畠　君　「夏の思い出」「小さい秋みつけた」の歌がありますが、この

時期でしょうか。秋はすぐ近くの曲がり角まで来ています。
吉井君　会員に西岡さん諸江さんをお迎えして。大村さんの 48 ヶ年

皆出席をたゝえて。そして HAI 君就職おめでとう。
大村君　48 ヶ年の皆出席顕彰をうけて。
魚住君　メダカの子供が生まれました。まだ何匹かわかりませんが。

♪メダカの学校はバケツの中……
西岡君　今回入会させていただきありがとうございます。よろしく

お願いいたします。
諸江君　金沢北ロータリークラブに入会させて頂きありがとうござ

います。これからどうぞよろしくお願い致します。
　　合計 47,000 円（累計 139,000 円）

第2189 回 例会
9 月 10 日（木）雨／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
金沢コミュニティ防災士、
夕日寺公民館主事　橋本　春美　氏

「防災気象情報とその利用」
２．出　欠

出　席　30 名　　欠　席　15 名
３．ニコニコボックス

中村（實）君、松田君　橋本様のお話、楽しみにしております。
畠　君　秋雨前線が南下し日本国中傘が活躍する日ですね。橋本さ

ん卓話楽しみです。
木村（康）君　二男の就職と結婚が決まりました。

　合計 10,000 円（累計 149,000 円）

理事会報告  
9 月 10 日（木）／ 出席者　13 名

◆ 審議事項
①新会員と語る会について
②伝統工芸展鑑賞会の件

◆ 協議事項
①創立 47 周年例会について
②松本薫杯第 51 回金沢少年少女柔道大会について
③金沢８RC 合同幹事会報告
④相模原南 RC50 周年記念式典について
⑤熊本・福岡豪雨災害義援金送金報告
⑥ MY ROTARY 登録について

第2190 回 例会
9 月 17 日（木）くもり／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
はくさん信用金庫理事長
石田　雅裕　氏

「地域経済と金融機関の役割」　
２．出　欠

出　席　30 名　　欠　席　15 名
ビジター　1 名

３．来訪者
田中　奈緒美氏

４．ニコニコボックス
石田雅裕様　皆さんこんにちは。宜しくお願いします。
中村（實）君、松田君　ゴルフ同好会の皆さんお帰りなさい。本日

の石田様のお話楽しみです。
中村（芳）君　 5 人目の孫が生まれました。元気な男の子です。
辻　君　十五日、十六日　ゴルフ同好会で戸隠に行ってきました。

参加された方々、お疲れ様でした。
畠　君　石田理事長の卓話楽しみにしています。ゴルフ部会辻会長、

山上幹事お疲れ様でした。
安宅君　ゴルフ同好会辻会長、山上幹事、お世話ありがとうござい

ました。参加の皆様、お疲れ様でした。楽しい遠征でした。
総合優勝もさせていただきました。

内堀君　ゴルフ同好会コンペで優勝できました。戸隠高原での大変
楽しい二日間でした。会長・幹事様、お世話になりありが
とうございました。

松川君　ゴルフ同好会にて遠征に行って参りました。一部の方々の
ご期待にお応えできず心苦しいのですが、参加者の皆様と
楽しい時間を過ごす事が出来ました。ありがとうございま
した。

千口君　美容師の田中奈緒美さんゲストで同行させていただきまし
た。ロータリークラブの雰囲気を見て欲しいです。

　　合計 19,000 円（累計 168,000 円）

■金沢市内 RC メークアップ
メークアップご希望の方は事前に

金沢北 RC 事務局へお問い合わせください。

８RC 合同新年会は中止となりました。
（かわりにクラブ新年会を開催します）

■ 講話予定
● 11 月   5 日（木）孝藤　まりこ会員　「私の名刺」
● 11 月 12 日（木）平　八郎氏　金沢文化スポーツコミッション代表

「地域を磨き、日本を磨く」
● 11 月 19 日（木）（金沢市埋蔵文化センター職員）
● 11 月 26 日（木）池田　里実氏　畠経営グループ

■ 年末年始予定
● 12 月 17 日（木）年忘れ会、作品展　金城楼
●   1 月   7 日（木）新年会　ハイアットセントリック金沢

コロナウイルス流行状況により中止・変更になることがあります。
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●会長／中村　實博 ●会長エレクト／水巻　啓光 ●副会長／小泉　幸雄
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●クラブ会報委員長／的場　晴次
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ロータリーは機会の扉を開く Rotary Opens Opportunities 善いクラブにしよう。  Let's make a Good clubRI 会長　ホルガー・クナーク 会長　中村　實博

ゴルフ同好会長野遠征報告
ゴルフ同好会　幹　事　山上　公介

「ライオンとガゼル」
会　員　中川　茂樹

プロパンガス（LPガス）の豆知識
会　員　今村　則昭

◆ 9 月 15、16 日の 2 日間、
　　　　　　　長野カントリーでプレー
　ラフに林立する白樺、コース内にたわわ
に実るリンゴの木、フェアウェーを吹き抜
ける涼風等、高原ゴルフを満喫して参りま
した。
　夜は瀟洒な料亭で懐石料理に舌鼓、
〆に出された手打ち蕎麦に、これぞ信州
蕎麦とそば通の会員を唸らせる味でありま
した。
◆成績
初日　一位内堀　二位安宅　三位松川
２日　一位山上　二位安宅　三位松川
総合　一位安宅　二位松川　三位山上
実力者安宅君が底力発揮の総合優勝

皆さんは「ライオンとガゼル」という古い
寓話をご存知でしょうか？

アフリカでは、毎朝、ガゼルが目を覚ます
と、最も足の速いライオンよりも速く走ら
なければライオンに食い殺されてしまうこ
とを覚悟する。一方で、毎朝、ライオン
が目を覚ますと、最も足の遅いガゼルより
も速く走らなければ餓死してしまうことを覚
悟する。

そうです、人生には、生き残るために厳
しい時代や難局を乗り越えなければならな
い時があるのです。

ここで言う「厳しい時代や難局」は、不
況や失業だけを指しているのではありませ
ん。自然災害や事故なども含んでいます。

生き残りに失敗した人には、災いの元と
言える共通点があります。彼らは、災害
に遭遇すると決まって、ただその周りをう
ろうろしてこう繰り返すのです。

「こんな事が起きようとは、信じられない」
「まだ信じられない」
「ああ、信じられない、信じられない」

　弊社の主力商品
であるプロパンガス
の豆知識をお話いた
します。「プロパンガ
ス」と呼ばれるLP
ガ ス は 正 式 に は
Liquefield（液化
した）Petroleum

（石油）Gas（ガス）という略称です。
特性としては、気体として使用しますが、
タンクや容器の中では液体状です。これ
は、LPガスが簡単に液化する特性があり、
液体化する事で気体の 250 分の 1 の体
積となるため、効率的な移動や貯蔵が出
来るからです。また LPガスは本来無臭
です。しかしガス漏れが発生した際にすぐ
に分かるように「玉ねぎの腐ったような独
自のにおい」が付けてあります。毒性が
あるように感じますが、毒性は無く吸い込
んだ事による中毒の心配はありません。
都市ガスとの発熱量の比較をすると気体
状 態 の LP ガス 1 ㎥ 燃 やすと 99MJ
（24,000kal）の熱を発生します。これに
対し都市ガス１㎥は４６MJ（11,000kal）
となり、気体状態の LPガスは同一体積
の都市ガスと比較すると約 2.2 倍の熱を
発生します。

　近年、米国を中心として新しい油田・
ガス田の開発が活発化しており、「シェー
ル革命」として注目を集めています。シェー
ルガスは、在来型の油層・ガス層より更
に深いところにある頁岩（シェール）層に
封じ込められているガスで、開発費用が
かかるため従来は経済的に見合わないと
考えられていましたが、採掘技術の進歩

◆追記
懇親会の席上、畠会員より旅行同好会の
復活を提案、一同賛同す

そう言っている限り、トラブルの大小に関
わらず、彼らがそこから抜け出すことはで
きません。

「家が火事にあったなんて信じられない」
と言っても、何の助けにもなりません。状
況は好転しないのです。

一方、生き残る人のセルフトークは、朝起
きてすぐに走り出す、ガゼル又はライオン
と同じ思考です。彼らは、朝起きて状況
を認識したら、（たとえて言えば）走り出
すのです。しゃがみこんで愚痴る代わりに、
彼らはこう言うのです。

「これはまずいぞ。頑張ろう。今すぐ行動
を起こそう」

そして、自分自身に「どうやってこの難局
を乗り越えようか？」と問いかけて、心に
浮かんだことに従って行動するのです。

そこにはこうあるのみです―「私はできる
から、私はする」
まずは、人生の難局を乗り越えて生き残る
ための方法を模索しましょう。

とガス価格の上昇により実用化されるよう
になりました。シェールガスが採掘可能な
場所は世界中に分布しており、そのポテン
シャルの大きさから、世界のエネルギー市
場に様々な影響を与えています。シェール
ガスには LPガス由来の LPガス生産は既
に始まっています。今後はこれに加え、
シェールオイルからの増産も見込まれてお
り、順調に生産が拡大した場合、輸入ソー
スの多様化や安定的な価格形成等に寄与
するものと期待されています。

　我が国で使われている LPガスの約
80％は海外から輸入したものになります。
輸入元は中東諸国と思われるでしょうが、
実は現在の最大の輸入元はアメリカ合衆
国になります。それは、近年アメリカ産の
シェール随伴 LPガスの輸入比率が大幅
に増加しているからなのです。また、
2016 年 6月 27日新パナマ運河の開通
が輸入の大きな変化をもたらしています。
拡張工事の完了したパナマ運河を日本郵
船が運行する大型 LGP 船「リカステ・ピー
ス」が商業運用開始後の初船として通行
し、その後も多くの LGP 船が同運河を経
由し日本へ輸入されています。これにより、
米国メキシコ湾から日本着まで、従来は喜
望峰周りのルートで約 45日輸送日数が、
30日以内に短縮され輸送費用の削減とな
ります。中東の情勢にもよりますが、今後
ますますアメリカからの輸入が増えていくこ
とと思います。

　弊社はこれからもプロパンガスを安心・
安全をモットーに販売してまいります。


