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会長 染谷 義一 

皆さんこんにちは。
そして明けましておめ
でとうございます。本
年もどうぞ宜しくお願
い致します。 
冒頭、黙祷をさせて

頂きました。昨年の 12
月 19 日に旧大宮市長の
新藤享弘様がお亡くな
りになられました。当

クラブの名誉会員であり、さいたま市の名誉
市民でもあります新藤先生、24 日にご自宅へ
伺いお顔を拝見させていただきましたが、と
ても安らかなお顔をしておりました。今年の
4 月頃にはお別れの会が開かれると聞いてお
ります。先ずは心
からご冥福をお祈
り申し上げたいと
思います。 
この年末年始は

例年とは違いとて
も静かなものでし
た。自粛の為、風物詩を観ることもなく過ご
しましたので、お正月らしさも余り感じるこ
とが出来ませんでした。その様な中、今日に
も２回目の緊急事態宣言が発出されるとのこ
とです。当クラブとしては会員皆様の健康第
一を考え２月末日まで zoom だけによる例会
としたいと思い、先ほど理事役員会でご承認
を頂きました。次回の例会からここパレスホ
テルさんでの対面例会ではなく、個々の会
社、ご自宅で zoom によるご参加をお願いし
たいと思っております。 
さて本日の例会主題ですが、大変お忙しい

中、衆議院議員 牧原秀樹 代議士にお越しい
ただき環境問題について卓話をいただきま
す。牧原代議士は環境大臣政務官、経済産業

副大臣、厚生労働副大臣、内閣委員長を歴任
されておりますが、本日は環境問題に絞って
卓話を頂くことになっております。お楽しみ
ください。 
そして、1 月誕生日の皆様、おめでとうござ

います。誕生日プレゼントのクオカードどう
ぞお使いください。 
また本日は新しい仲間をお一人お迎え致し

ます。損害保険ジャパン株式会社 さいたま中
央支社長 福家 誠司 様です。後ほど入会式
を執り行わせて頂きます。 
大変厳しい環境下、会員力を合わせて乗り

切っていきたいと思っております。クラブの
舵取りも大変難しい状況ですが、会員皆様の
ご協力をお願い申し上げ、会長挨拶とさせて
いただきます。 

本日も宜しくお願い致します。 
 

 
 
【本日のリーダー】 
谷口 剛 会員  

 
 
 
 
 
 
 
■衆議院議員 牧原 秀樹 様 
■入会者／損害保険ジャパン株式会社  

さいたま中央支社長 福家 誠司 様 
 
 
 

幹事 荒井 理人 
皆さま明けましておめでとうございます。 
本日の幹事報告は４点です。 
①会費納入のご案内を、メール及びＦＡＸにて
お送りしております。早目の納付を宜しくお願
いします。 

会 長 挨 拶 

お客様ご紹介 ご紹介：副会長 小沢 孝  

ta 

介 紹介：副会長 内山泰成 

 
幹 事 報 告 

ロータリーの目的・四つのテスト 
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②本日の理事会で審議された内容ですが、2022
～2023 年度は、当会よりガバナー補佐を輩出と
なっております。こちらを内山パスト会長に決
定いたしました。 
③次々年度は、当会 60 周年と
なります。こちらの実行委員長
を伊田パスト会長に決定いた
しました事をご報告いたしま
す。ありがとうございます。 
④今月のロータリーレートは、
＄１＝104 円です。 
今年も宜しくお願いします。 
 
 
 
◆入会者／ 
損害保険ジャパン株式会社  
さいたま中央支社長 福家 誠司 様 

◆紹介者／胡 平 会員 
 

 
 

福家 誠司 会員 ご挨拶 
「仕事は損害保険の営業をしております。 
保険以外のことについて知る機会もないので、
会員のかたにいろいろ教えていただきながら
少しでも社会奉仕に役立つようにやっていき
たいと思います。よろしくお願いします。」 

■第３・４Ｇ/ＩＭ実行委員 福田 和子 
インターシテイミーティング
は、５月後半に変更になりまし
た。 
ポリオチャリテイーゴルフコ
ンペは、予定通り 4 月 16 日㈮
プレステージで行われます。大
宮西ＲＣは、４組枠なので申し
込み順に締め切らせていただ
きます。 
お申し込みは、田口 修身 パスト会長（ゴルフ
部会部長）まで、早めにお願いします。 
 
 
 
三浦 隆一（8 日） 
横溝 一樹（13 日） 
中村 雅之（20 日）  
谷口 栄正（23 日） 
吉田 奉行（28 日） 
新見 和男（29 日） 
志保 達郎（30 日） 
各会員  
 

 
衆議院議員  
牧原 秀樹  
代議士 

 
最初に、例会当日（1/7）
の夕方、1 都３県に発出
される予定の緊急事態
宣言について、政府の
要請内容などを話して
いただきました。 
 
カーボンニュートラルに伴う 
グリーン成長戦略 

 
2030 年を目標に…パリ協定に基づき、各国が地
球温暖化に協力していこういう取り組み 
2050 年… 
・クールアース構想＝世界全体の温室効果ガス
排出量を現状に比べて 2050 年までに半減 

・カーボンニュートラル 
植物由来のバイオマス燃料を燃焼すると CO2は
発生するが、植物は光合成により CO2 を吸収す
るので、ライフサイクル全体でみると CO2 を増
加させず、収支は実質「ゼロ」とみなされる。植
林や自然エネルギーの導入などによって実質的
に相殺する取り組みも含む。 

 
1.電力部門の脱炭素（火力発電が主のため CO2
を一番出している） 

・再生可能エネルギー…風力発電など最大限導
入、蓄電池の利用 

・新しいエネルギー…水素技術 
・火力発電は必要…燃料アンモニアの使用で

CO2 の排出を減らせる 
・原子力発電…安全を確認のうえ再稼働してい
るが、減少傾向になる 

 
電化が中心 
省エネ・電動化を進めていく方針 

SDGｓ  
発展していくにあたって持続可能な世界を！ 

 

 

委 員 長 報 告 

誕 生 日 祝 

入 会 式 

 

卓 話 

感染予防を徹底した会場の様子 

 



 

01.不平等をなくそう 
・格差や貧困など世界にはいろいろな不平等が 
・日本が発祥「母子健康手帳」世界が注目 
02.暴力や差別をなくそう 
・いじめ  ・紛争に巻き込まれる 
03.地球環境を守ろう 
・自然災害←異常気象（地球温暖化の影響） 
 気候変動による病気の蔓延なども 
・日本の「防災」で世界をリード 
 海洋プラスティック問題も 
 
17 の目標 

「グリーンファンド」  
より安定的に研究開発を 

「環境で勝って経済で負けてはならない」 
 
◆質疑応答 
押野 一郎 会員 
Q.リサイクルにコストという課題 
A.循環型の社会をめざし、支援していく。 
清水 恒信 会員 
Q.森林について 
A.CO2 を吸収する森林は重要。林業の強化をしな
ければならない。 
森林環境税（地方税）を財源として森林や川を整
備できるように。 
小島 徹 会員 
Q.原発の進捗状況 
A.たくさんのタンクにはトリチウムの入った冷
却水が。薄めて海に流すしかないが、現在はまだ
説得中。 
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