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田中作治 RI 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会開始前の握手会 

 

ロータリーソング斉唱   （奉仕の理想） 

 

四つのテスト唱和      田邊 聖 会員 

 

 

 

 

 

 

例会プログラム 

司会 井上脩士 SAA  

点鐘 

ロータリーソング（奉仕の理想）斉唱 

四つのテスト唱和  

田邊 聖会員 

次年度地区委員委嘱書授与 

諮問委員 津田健三会員 

職業奉仕委員会委員 寺澤銀三会員 

会長挨拶 寺澤銀三会長 

幹事報告 寺澤銀三会長 

卓話 

「シェールガス革命について」 宮城 仁会員 

出席報告 宮城 仁委員長 

スマイル報告 山口光男副 SAA 

点鐘 
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次年度地区委員委嘱書授与 

諮問委員           津田健三 会員 

 
 

職業奉仕委員会委員    寺澤銀三 会員 

 

会長挨拶           寺澤銀三 会長 

 みなさまこんにちは。本

日は松本幹事がお休みで

すので、幹事報告を私から

ひとつだけお伝えいたしま

す。3月１7日に第 2770地

区ロータリー財団の学友コ

ンサートが開催されます。

お配りしたチラシをご参照下さい。 

さて、後 2カ月ほどで東日本大震災から 2年

が経とうとしています。この震災を機にいろいろ

な防災に対する対策が行われていますが、どう

も日本人は先回りをした対策が苦手な民族の

ように思われます。30 年くらい前に新橋に広大

な貨物用の操車場がありました。鉄道から陸送

へと変わり貨物輸送への需要が減ったためそ

の広大な土地は売却され、今ではたくさんのビ

ルが建ち並んでいます。その時に私は、公園

など万が一の時のために避難場所を確保して

おけばよいのにと思いました。 

また、海沿いの地域にも多くの人たちが住ん

でいます。そうした人たちのための避難路を造

っておくべきだと考えています。安心・安全は

お金には代えられないと思います。 

さらには、大都市に林立するマンションやオ

フィスビルなどには、避難場所を確保しておく

ことが大切だと思います。大きな河川の両側に

公園を造っておけば、橋の建て替え、修理等

に役立つはずです。いろいろとのべてまいりま

したが、これらのことが取越し苦労になればい

いのですが。 

卓話 

「シェールガス革命で世界は激変する」 

宮城 仁 会員 

さて、2006 年 6 月アメリカ

中南部ミネソタ州に於いて

第二次産業革命とも言われ

るシェールガスが掘削され、

世紀の大発見となるので

す。 

電力、１kwh を造るのに石

油 10～11円、石炭 7～8円、原子力は今や 15

円、シェールガスは何と 4～5 円です。長期に

渡り石油に頼る時代があまりにも長く、石油の

半分単価と言われても信じないかもしれません。

現実はすでにアメリカを中心に世界各地で開

発が進み、アメリカでは 23％がシェールガスの

エネルギーとなっております。このエネルギー

をすばやく取り入れますと産業構造が崩れ、や

がて大デフレーションと大恐慌が襲うのであり

ます。 

第一次産業革命は1890年頃、石炭によるエ

ネルギー価格破壊がヨーロッパで発生し、やが

てアメリカ大陸へと進行しました。そして金融の

街ウォール街が全滅し、大恐慌へと繋がったの

です。その経験からアメリカでは静かなランディ

ブーを政府自ら指導し、10年～15 年の歳月を

掛け、限りなく石油からシェールガスに切り替

える構想です。はたして自由競争にどれだけ

の拘束力がありや、すでに現代ゴールドラッシ
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ュがアメリカ本国に於いて転回中であります。

いずれにせよシェールガス革命は一寸そこま

で致来し、世界産業革命を引き起すのは時間

の問題と断言申し上げます。 

その時日本はすでに世界第一位の技術立

国であり、特にエネルギー革命で重電（ガス火

力発電所）の必要性とその技術、又製品を造る

上での各種部品は今や世界で造る製品の 30

～60％が日本の部品で賄われている現状で

す。世界のメーカーの考えはソフト部門とその

分野は自社で、その他の部品は世界で一番良

品で安く大量生産が出来る部品メーカー、す

なわち日本製となる訳です。 

今後日本の物造りの変革と申しますと強大

なメーカーと大中小各分野に於ける部品製造

分野と開発、おそらく大中企業から別れた若き

技術者と大学の研究員とがコラボして目標に

向かった製品開発、その分野だけに於ける一

本打法、製品、部品。日本は世界の製品開発

はもちろん、世界の部品技術立国と輸出、生

産基地になることでしょう。日本の 10 年後は今

の3倍の輸出輸入量となる約1500兆円～1700

兆円と言われております。日本の未来は明るく

すばらしい国家形成が成立します。 

付け加えるならば今や日本は 1000 兆円の

国家負債と 680兆円の資産、差引 320兆円の

帳面上の負債ですが今の日本の国力、技術

開発力、世界に於ける産業集積地から判断し

ますと何の心配もなくシェール革命こそ日本国

が今後世界に羽ばたく第一歩となる事でしょう。

子供達や孫達には先代からの大きなプレゼン

トとなる事を願いつつ筆を置きます。 

『ＳＡＫＵＪＩ作戦』について 

小畑正勝 会員 

 

出席報告         宮城 仁 委員長 

 

 

 本日 修正 

 1月 23日 1月 16日 1月 9日 

 991回 990回 989回 

 通常例会 通常例会 通常例会 

会 員 数 31 31 31 

出 席 数 16 17 23 

欠 席 数 15 14 8 

例会出席率 48.39% 54.84% 74.19% 

Ｍ Ｕ 数 6 6 3 

合計出席数 22 23 26 

出 席 率 70.97% 74.19% 83.87% 
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スマイル報告       山口光男 副 SAA 

 

前回までの合計 355,255 円
本 日 の 合 計 15,000 円
次回繰越金合計 370,255 円  

 

 

 

編集後記 

「日輪の下に」ってご存知ですか？浦和、春

日部、川越、熊谷、松山、不動岡の六高校の

応援団による演技発表会です。打算のないひ

たむきな演技には感動すること間違いなしです。

今年は 2 月 10 日に不動岡高校で開催されま

す。お時間のある方は是非。押忍。 （K．T） 

       

今後の活動予定 

 

 

 

 

 

 

 

お客様スマイル 

原田明洋様…エクシブホテルの原田です。よろしくお願

いいたします。 

個人スマイル 

津田健三会員…宮城さん卓話期待していました。今話題

の燃料です。再生可能エネルギーも対応が変わり

ます。 

宮城 仁会員…本日卓話ありがとうございます。今後のす

ばらしい日本の姿を話しますよろしく。 

小林玲子会員…親睦旅行のクラブ会報が本日発行でき

ました。ご協力ありがとうございました。 

スマイル１  宮城仁会員卓話よろしくおねがいいたします。                                

小畑正勝会員・加藤 勉会員・寺澤銀三会員・井田喜代

志会員・馬場知行会員・山口光男会員・井上脩士会員・

石井英男会員・仁見惠美子会員・小林 功会員・田邊 聖

会員 

2月 6日 

（水） 

第 993回通常例会 

会員誕生祝い・令夫人誕生祝

い・結婚月祝い  

会員卓話 

2月 13日 

（水） 

第 994回通常例会 

市長卓話 花チャリティ 

2月 20日 

（水） 
振替休会 

2月 22日 

（水） 

第 995回移動例会 

第 5グループ IM 

2月 27日 

（水） 

第 996回通常例会 

会員卓話 

3月 6日 

（水） 

第 99７回移動例会 

会員誕生祝い・令夫人誕生祝

い・結婚月祝い  

会員卓話 

3月 13日 

（水） 

第 998回通常例会 

会員卓話題 花チャリティ 

3月 19日 

（水） 

第 999回移動例会 

4C合同例会 

3月 20日 

（水） 
法定休会 

3月 27日 

（水） 

第 1000回移動例会 

献血 

クラブ会報委員会 

委員長  井上脩士     副委員長 間室照雄 

委  員  山口光男 小林玲子 小林 功 田邊 聖  


