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≪司 会》  高田雅司 君

― ≪合 唱》  「それでこそロータリー」

≪BGM≫  「週に一度の」

《ゲス ト≫  なし

≪ビジター》 なし

《本日のお祝い≫

お誕生 日

2月 22日 佐橋 徹 君
3月 3 日 佐野哲一 君

結婚記念 日

2月 25日 竹内弘毅 君

2月 23日 はポー

ル。ハ リスが口‐―タ

リークラブを立ち上

げた日で、それに因

み2月 は世界理解月

間とされています。

その趣旨とずれるか

もしれませんが、私
の経験の中から世界理解に纏わる話をしてみます。

フランス語が話される世界一の大都市は言 うまでも

なくパ リです。では世界第二の都市はどこか、それは

カナダのケベック州モン トリオール と思います。20年

ほど前、そのモン トリオールで 10日 ほど仕事をしたこ

とがあります。

カナダは英語 。フランス語がともに公用語 とされて

いますが、英語系に押 し捲 られていることは否定でき

ません。そんな中でケベックの人たちは、母国フラン

スから遠 く離れている分だけ、フランス文化 とフラン

ス語に強い思いを抱いているように思います。

例えば、我々はモン トリオールの街を流れる大河を

セン トローレンス川 と習いますが、それをサンローラ

ンと発音すれば町の人の表情が変わります。

モン トリオールだつてモンレアル と言えば、町の人の

目が輝きます。ちなみにモンレアルは三様の山とい う

意味です。面白かつたのは、フランス本土では時間に

よってボンジュール 。ボンソワール・ボンニュイを使

い分けますが、モン トリオールでは時間に関係なく

1日 中ボンジュールです。 さよな らを意味す る au

revoirで さえボンジュールで済ませてしまいます。長

い年月の間に少 しずつフランス語の使われ方にも変化

が生じているようで、平均的フランス人ではカナダ式

フランス語がよく理解できないところまできていると

そのとき一緒に仕事 したフランス人は言つていました。

標識はどこの国に行つてもだいたい自国語に英語併

記が一般的ですが、ケベックではフランス語オンリー

が圧倒的に多い。さらに自動車のナンバープレー トに

は、数字の下に、」e me souviensと い うフランス語の

一文が印字されています。「私は忘れない」とい う意味

のフランス語で、自分たちはフランス人の末裔である、

フランスの文化 と言葉を絶対に忘れないとい う強い意

思表示がそこにあります。

モン トリオールの郊外で道に迷つたことがあります。

今のようにスマホも携帯もないから誰かに道を尋ねる

しかない。遠くから年配の女性が歩いてきた。英語を

話す とい う雰囲気ではない。ブロークンなフランス語

で尋ねました。「Excusez― moi Madame,Snowdon station

s'il vous plait」 。彼女は一生懸命フランス語で説明

してくれました。もちろん私にはまつたく分か りませ

ん。 しかし人間同士とい うのは不思議なもので、テ レ

パシーとでもい うのか彼女の意図が伝わつてきます。
「Merci beaucoup,Madame.」 丁重にお礼の言葉を伝え

私は感 じたとお りに歩きました。そして道に迷 うこと

なく駅に辿 り着 くことができました。不思議な経験で

した。あの老女はまだご存命か。笑顔が忘れ られない

23年前の出来事です。

平成 26年 2月 20日 天候 曇

≪会長挨拶要旨》



《会員卓話≫

山下勝央 君

本 日卓話をさせて

いただきます山下で

ございます。今 日は

太陽光の話をさせて

いただきます。太陽

光の仕事を始めるき

つかけは、2005年の

「愛・地球博」でし

た。会場の敷地内に太陽光パネルがいっぱい敷き詰め

られ、こんなに実用化 されていたのだと正直驚き、太

陽光のことを勉強するようになりました。

今から 10年前の私が太陽光の会社を立ち上げた頃

は、認知度が低 く、どちらかといえば悪いイメージが

強い時代でした。我々のような専門会社はほとんどな

く、訪問販売で市場の 5～ 6倍の値段の太陽光を販売

する悪徳業者もありました。また、屋根の上に水を貯

めてお湯を沸かすソーラーシステムともよく間違えら

れました。そんな時代に私は父親から日進電機 とい う

会社 を引き継 ぎ、同年 に太陽光の会社 を立ち上げ

2つの会社を始めて 10年になります。

今 日は、皆様に少 しだけお役に立てるような話 とし

て 日経新聞 1月 15日 「再生エネルギー売電収益に寄

与」の記事を紹介 します。今から2年前の民主党政権

が再生エネルギーである太陽光発電の電気を非常に高

い単価で買い取 りをしてくれる 3年のゴール ドプラン

政策を取つたことにより、太陽光パネルを設置 した企

業の収益が非常に上がっているとい う内容です。同じ

ように、私 どものお客様の実測値データをお持ちしま

した。メガソーラーの事例ですが、設置の投資金額が

7億 2400万 円、約 7.3年で回収する見込みが、実際は

5.9年 くらいで回収 してしまいます。太陽光は来年の

3月 31日 まで大変メリットがあるとい う裏付けにな

ります。遊休地や工場の屋根等太陽光パネルを乗せ ら

れる環境の方は、来年の 3月 31日 までまだ収益が期待

できるのではないかと思つてお ります。

太陽光でよく聞かれるのは 「太陽光は壊れません

か ?」 とい う質問です。太陽光パネルは電卓に使われ

ているソーラー電池を大きくしたもので、電卓のソー

ラー電池が壊れないのと同じように太陽光パネル 自体

は壊れませんが、直流電流を交流電流に変える変換機

は故障する可能性があります。太陽光パネル自体は 20

年も 30年 もずつと太陽光がある限り活躍できます。

また、「太陽光パネルに埃 とか塵 とかが積 もつて発

電が悪 くなりませんか ?」 とい う質問もよくいただき

ます。私の家では 10年経って 2%落ちました。メーカ

ーの数値では 25年経過 した現在、1割は減少 しないと

い う実測値があります。太陽光は約 30年 の歴史があり

基本的には太陽光自体の効率が落ちることはほとんど

ありません。火山灰や雪解け後の泥が残つた場合は効

率が悪くなりますが、業者に問い合わせて水洗いで清

掃してもらえばすぐに取れます。気になる方は半年に

一度清掃をするといいですよとお話ししています。

最後になりますが、私ども日進電機いと帥ニューエ

レキテルは、企業様向けから個人住宅向けまで太陽光

の仕事と電気工事をやってお り、静岡東ロータリーク

ラブのお仲間の皆様へも既に設置させていただいた方
・

もいらつしゃいます。本当にありがとうございます。

皆様のお手伝いができることがあれば一生懸命や りま

すので、どうぞお声掛けをいただければと思います。

ご清聴いただきまして、ありがとうございました。

≪スマイル報告≫

竹内弘毅 君   2月 25日 結婚記念 30周 年を迎えま

す。よきパー トナーに恵まれたこと、

かわいい子供たちにも恵まれたこと

に感謝のスマイルをさせていただき

ます。

川 口尚宜 君   先 日、来春新入社員の食事会をホテ

ルアソシア内「梨杏」にて行いました。

落ち着いた個室とおいしい料理、細か

い心配 りのサービスと人数が少ない

にもかかわらず良い会になりました。

感謝 してスマイルいたします。

高柳正雄 君   下関で旧友と再会。美味しいフグと―

クジラをお腹一杯食べましたのでス

マイル します。

戸塚敦雄 君   2月 16日 ホロンゴルフクラブ 16

番ホールにて、何の気なしに打つたボ

ールがホールインフンして しまいま

した。家内と次男 との初めての練習ラ

ウン ドでの出来事です。後 日、記念ボ

トルを作 りますね。

柴田啓之助 君  2月 16日 0:00分待望の初孫が授か

りました。女子です。感謝をこめてス

マイル します。

佐橋 徹 君   誕生 日のお祝いをありがとうござ

います。加齢による心身の不都合が見

られるようになりました。皆様にご迷

惑をおかけするかもしれませんが、ど _
うぞよろしくお願いします。

佐野哲一 君   誕生 日のお祝いあ りがとうござい

ました。RCで 18回 目のお花をもら

つたことになります。とぼけることが

できず、嫌でも忘れずに小宅でも同数

の記念の企画をする必要にせま られ

ました。それまでは結構シカ トで済ん

だのですが。今回も熱海の湯船で し

た。ありがたきことや らなんとや ら。

伊藤洋一郎 君  誕生 日のお祝いのお礼が遅 くな り

ました。感謝して、スマイルいたしま

す。

≪出席報告》
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

2/20 57(56)

2/9 57(541

57(56) 6 89 29%


