2011-12 年度ＲＩのテーマ「心の中を見つめよう 博愛を広げるために」
ＲＩ会長 カルヤン・バネルジー（Reach Within to Embrace Humanity）
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第 1757 回例会記録 ≪会員卓話例会≫
2011 年 9 月 8 日（木） 点鐘 12：30
レポート NO.1225
1757 回例会要旨
・会長要件
・幹事報告
・各委員会報告（出席、親睦）
・スペシャル席 石橋一男会員
・会員卓話例会 山子会員

≪ビジター≫
分枝勝則 様（八戸東 RC）
≪オブザーバー≫
吉田立盛 様
≪会長要件≫ 三川会長
今日は専門に関係する
ところ「男性原理、女性原
理」でお話をしたいです。
昔から男と女がいて、男らしく、女らしくと育てられ
てきていますが、社会的定義が時代と共に変成してき
ました。内面的なところで精神分析が発達し、深層心
理が研究されてきました。社会的には男性社会で女性
は家庭を守ると言うのが、戦後文化的背景で役割が変
わって来ています。
男性的性向は論理的、客観的、攻撃的でそれらは社
会で求められます。女性的性向は感情的、主観的、受
身的で家庭、子供を育てる為にその性向が求められま
す。その女性的性向は母性原理であり産み慈しみ育て
る。反対に父性原理は自立成長促進と切り捨てで、女
性の包み込んで育てるのが母性原理、能力を区別して
切り捨てるのが父性原理です。会社では父性原理が働
かないとやっていけません。就業規定などがそうで、
会社組織は一応父性原理が中心です。しかし、日本は
古代から見ても母性が中心で、土偶、天照大神、卑弥
呼など女性で『和を持って貴しとなす』で、仏教もそ
うです。聖徳太子も「和」を強調する社会を作りまし
た。それら仏教は包み込む母性的発想であり、日本は
西洋の父性原理の考え方に対して母親的であります。
しかしグローバル化で西洋の父性原理を取り入れな
ければならなくなり、それが時代と共に変化して、今

≪出席報告≫ 清川出席委員
正会員 42 名出席免除会員を除く会員 34 名中
本日の例会は免除会員 4 名を含む 32 名出席率 84％
前々回例会：ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 1 名 出席率 79％
や主夫や草食系男子やなでしこジャパン等です。
人間は本来的に両性具有を持っていますので、その
バランス感覚が必要です。ロータリーの男性原理、女
性原理のバランスをどのようにとるかが問題です。RI
の手続要覧などは男性原理が必要で展開しています
が、フェローシップや親睦などは大切で女性原理です。
どんな組織でもそうですが、うまくバランスをとって
やっていきたいです。
≪幹事報告≫榊幹事
＊各種セミナーの案内
東第 1 第 2 分区合同例会の
案内 10/22
南風会還暦祝コンペの案内 9/22
南分区８RC ゴルフコンペ 9/19
＊ 先週新会員の件、クラブ規定に則り発表。異存
がありませんでしたので正式に入会となります。
＊ 9/29 例会は規定審議･クラブ細則委員会担当例
会です。定款細則を持参下さい。
＊ 10/6 例会は職場訪問で瑞光園です。出欠回覧中
＊ 10/20 秋の家族例会出欠回覧中です。
＊ 八戸市緑化推進委員会より緑の募金協力が来て
います。よろしく
＊ 本日会員名簿をお渡ししました。間違いがあり
ましたら事務局へ
≪ニコニコ・ボックス≫ 松田親睦委員長
三川会長：石橋一男会員、山子会員、今日はよろし
くお願いします。
≪スペシャル席スピーチ≫
石橋一男会員
こんにちは、会長から
ガバナー補佐が見つか
らないと伺いました。当

クラブ現会員では黒田先生、私､長嶺さんがやりま
した。ガバナー補佐は持ち回りで、幹事クラブが受
け持ちクラブから出す方向です。
仕事としてはガバナーのアシスタントであり、前
年 12 月中ごろに現と次期の会議がありますが、ガ
バナーエレクト（国際協議会）の日程がありますの
で、1 月頃から役割が出てきます。ガバナー補佐が
何故必要かというとガバナーだけですと大変なの
で補佐する為にです。1 月 2 月頃に次年度の会長幹
事に地区補助金申請を出すように依頼します。私の
時には中央､五戸､名川などが出したことがないと
の事でアドバイスしました。
来年は八戸南が幹事クラブで、ガバナー補佐は IM
を開かなければなりません。またガバナー補佐は分
区内のクラブに年 4 回訪問して下さいとあります。
7 月に挨拶に行き、公式訪問の時について回ります
が、公式訪問の前にクラブを訪問して会長幹事と問
題ある点を話し合いガバナーに話しをします。地区
大会の前に参加依頼をする。最後に 6 月頃お礼に行
きます。ビジター料やニコニコもかかりますが､10
万円の活動費が出ます。しかし各種セミナー等もあ
り費用が出ますが､貴重な体験になります。年度が
終わり、
最後の仕事が表彰委員会で 8 月にあります。
表彰は 5､6 月頃各クラブに優秀ロータリアンを申請
していただくように依頼します。折角のチャンスな
ので会長は推薦をして欲しいと思います。
私の時、小林ガバナーで国際大会の登録してほし
いと言われ、行けませんでしたが登録のみしました。
ガバナー補佐は勉強になりましたので､今クラブに
依頼がきていますので､大変でしょうがどなたかが
やらなければなりません。ガバナー補佐になるには
会長経験者で無ければなりません。よろしく
≪会員卓話例会≫山子則男会員
山田さんから太陽光発電について卓話でお話し
をして欲しいと言われました。大変、嬉しく思って
います。太陽光発電については短い時間では出来ま
せんが､要点をお話したいと思います。
建設業のピークは 85 兆円。現在は 45 兆円で半分
です。住宅は 172 万戸あったのが 79 万戸です。私
の会社も従業員が 3 分の 1 減り経営も厳しいです。
エコの時代が来たのでこれだと思い、思い切ってエ
コ部門に投資をしました。
当社の概要ですが、創立 33 周年目で私が創始者
です。本社と市民病院前にエコ事業部を立ち上げて
います。こちらの方は若い職員が多いです。アンテ
ナショップでは太陽光発電を中心のエコ電化事業
部です。当社は 1998 年サンヨーのソーラー特約店
認定を取っています。当時は 600 万円で補助金も半
分でした。何故、サンヨーかと言うと性能が良いか
らです。当時八戸工大と共同で研究を行い､太陽光

モジュール
の効率を上げる研究をして発表しました。そう言う
訳で太陽光発電は草分け的存在です。
アンテナショップには風の出ない冷暖房パネル
ヒーターを設置しています。1 機 100 万円位です。
花屋さん等に採用されています。花に風が吹くとだ
めになるそうです。風はワインにも影響があると三
沢の酒屋さんも採用しました。ショップでは太陽光
発電とエコに関するもの、LED 照明や薪ストーブ等
もあります。エコシルフィと言う冷暖房の効率を高
めるものがあり、通産省外部団体で省エネ大賞を取
ったものです。吹上小学校の改築にも採用されまし
た。また、八戸公園の三八五子供館でも採用されま
した。約２〜３割省エネになります。これは暖かい
空気をスポットで下げるものです。従来のものは攪
拌していましたが､攪拌すると風で寒い感じになり
ます。
居直りと言われた菅総理のとき再生可能エネル
ギー促進法が成立しました。来年７月から太陽光電
力の固定価格買取を電力会社に義務付けられます。
太陽光発電は八戸に向いているのか、元は取れる
のかと言われますが、八戸は仙台や東京よりも発電
量が多いです。雪が降らず日照時間が多いです。温
度が高くなると効率が悪くなるので、東京より八戸
のほうが良いのです。ただ北向きはダメで、南はも
とより東、西も元は取れます。４Kw のパネルで 21
万円位は発電します。メーカーが発表したものより
も実際は発電量が多いです。大体月 25,000 円の節
約になり 280 万円では 11 年強で元が取れます。夏
場はお金が入ってくると言う事です。太陽光発電は
オール電化にするともっと良いです。昼は自分の所
の電気を使い、
夜は料金が 3 分の 1 になりますので、
電力会社の電気を使う。モジュールは 15 年大丈夫。
設計上は 15 年となっています。半導体ですので 20
年それ以上もつと考えます。停電時でも電気は使え
ます。どのメーカー、どれを選ぶか色々と検討して
欲しいです。サンヨー、シャープでは発電量が違い
ます。日本で一番多いのはシャープです。値段が安
いので、新築に多いです。工務店にとって安い方が
良いですからです。既築でつける方はじっくり検討
してください。

