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RI テーマ
ベテランと若手の団結で
品格あるロータリー活動を！

四
四つ
つの
のテ
テス
スト
ト
言行はこれに照らしてから
1. 真実かどうか
2. みんなに公平か
3. 好意と友情を深めるか
4. みんなのためになるかどうか

Rotary International
国際ロータリー会長
K.R. ラビンドラン

●創
立：１９７３年２月２３日
●会
長：上田 郁生
●幹
事：上山 惣太
●会報委員長：堀内 伸也

2015 年 8 月 28 日（金）
出席報告

第 2057 回例会
立野

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY CLUB

純三ガバナー公式訪問

① 開会 点鐘
② ソング ｢君が代｣「四つのテスト」

例会数

会員数

出席数

出席率

第 2056 回

27 名

18 名

75.0％

第 2054 回

27 名

21 名

87.5％

備 考
出席義務免除
4 名（出 1）
補
填
2名

③ ビジターの紹介
④ 会員及び会員夫人誕生月祝

ニコニコ箱

森下会員、大橋夫人、武田夫人
⑤ 会員結婚記念日祝 高橋会員、山田会員

●森下さん、卓話よろしくお願いします。
上田 郁生会員

⑥ 会務報告

●・森下さん卓話楽しみです。原油価格が可成り下

｢会長の時間｣「幹事報告」

落しているのにガソリンは目立った値下がりが

⑦ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」「ニコニコ報告」

ありませんね。そこら辺をよろしく。
・暑さもあとわずか、頑張りましょう。

⑧ 卓話
｢公式訪問に寄せて｣

奥田 長二会員

ＲＩ第 2660 地区 ガバナー 立野
⑨ 閉会

純三氏

●皆出席祝いありがとうございます。

点鐘

桑田 タア子会員
●森下さん、今日の卓話を楽しみにしています。

＊例会前：ガバナーと理事役員の懇親会

池本 繁喜会員

＊例会後：9 月度定例理事会
●森下さん、卓話楽しみです。

長尾 穣治会員

●本日の卓話よろしくお願いします。
第 2058 回例会

森下 慶治会員

9 月 11 日（金）
●森下さん、卓話楽しみです。

☆｢ロータリーの友｣紹介
長尾

穣治広報・雑誌委員長

☆卓話「お城の歴史物語」 桑田 タア子会員

大橋 秀造会員

●森下さん、卓話よろしくお願いします。
武田 大輔会員

★例会場：㈱西武百貨店八尾店8階バンケットルーム ℡:072(997)0111 内線5580 ★例会日時：毎週金曜日12時30分
★事務所：〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番 西武百貨店内 ℡:072(997)0626 Fax:072(997)2620
★http://www.yaohigashi.org/ E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

携わり、粛々と続けられてきたからこそ、感じ
られる空気だと思います。
●今回合計

6,000 円
継続することの尊さ、重要さを噛み締めながら

●累計

182,610 円

8 月皆出席 祝
桑田会員

今後も行動していきたいと思います。

幹事報告

会長の時間
8 月はスポーツの祭典が満載でした。
ロシアでの世界水泳を皮切りに、甲子園での全国高

①次週は立野ガバナーの公式訪問ですので、宜し
くお願いします。

校野球大会、北京での世界陸上、カザフスタンでの
世界柔道、そして 9 月にかけて行なわれるバレーボ
ールワールドカップと、世界的に注目される大会が

「最近の石油情勢

各地で開催されました。

パート４」
森下

慶治会員

その中でも日本人が－番興味を持つのが、全国高校
野球大会ではないでしょうか。今年は 1915 年に第一

今年 1 月から 8 月までの、世界の原油産出に関す

回大会が開催されてから 100 年目。途中戦況悪化の

る動きについて、大まかに見みますと、世界の原

為、昭和 18 年から 20 年の 3 回が中止された為、今

油埋蔵地域、アラスカ油田、北米のシェールオイ

年は第 97 回大会として開催されました。100 年もの

ル、イギリス沖の北海油田、ロシアシベリア油田

間、多くの人に感動と興奮を与えてきました。今で

地帯、メキシコ湾海底油田、中南米地域、北アフ

は高校野球が始まると本格的な夏が来たと言われる

リカ地域、特に埋蔵量の多いペルシャ湾岸の中東

ほど、夏の風物詩となりました。

地域、サウジアラビア、イラク、イラン、クエー
ト、アラブ首長国連邦等、政治的にも不安定要因

季節の風物詩になりえるには、長年にわたり人々の

が原因で、石油の生産量が上下し、価格面でも消

心に訴えかけなければなりません。まさに八尾東ロ

費国に大きく影響が受ける。アメリカは地下深く

ータリークラブのテーマである「継続はカなり」で

の頁岩層に含まれるシェールオイルを取り出す

す。高校生がひたむきに野球に取り組み、数々の名

技術を開発し、一大産油国として脚光をあび、英

勝負・名シーンを残し、脈々と受け継がれてきた精

国石油大手 BP が発表した世界エネルギー統計に

神こそ「継続の力」だと思います。

よると、2014 年に米国がサウジアラビアを上回
る世界最大の産油国となった。

日本には長く続いているものが沢山あります。日本

米国の首位は 1975 年以来、39 年ぶり。14 年後半

国自体が 2600 年以上もの間、初代天皇より 125 代途

から原油が急落した中でも、米国は新型原油「シ

切れることなく続いています。伊勢神宮では 1500 年

ェールオイル」の増産の勢いが衰えなかった。近

以上もの間、神饌（神様の食事）が毎日 2 回 1 日も

年はサウジアラビアとロシアが世界首位を争っ

かかすことなく続けられています。伊勢神宮を訪れ

たが、米国が一気に抜いた格好で、14 年の米国

ると何故か空気が違うような気がします。清々しさ

の原油生産量は前年比 15.9％増の日程 1,164 万 4

や神々しさを感じます。何万人、何十万人もの人が

千バレル。

12 年から 3 年続けて同 100 万バレル以上増やし
た。BP によると、3 年連続して 100 万バレル以上
増産した国は初めてという。サウジの 14 年の生
産量は 0.9％増の 1,150 万 5 千バレル。ロシアは
0.6％増の同 1,083 万 8 千バレルだった。
世界の原油の確認埋蔵量は 14 年末で 1 兆 7 千 1
億バレルと一年前とほぼ変わらず。世界の産油量
の 52.5 年分に相当する。
最近では、産油国が生産量を増やし、輸入国のシ
ェアを守るため増産をし、価格面で当然ながら下
落を来し、供給過剰で原油在庫は過去最高水準に
なっている。消費国にとっても原油備蓄をかなり
増やしている傾向である。必然として需給バラン
ス崩れ価格面で、消費国は恩恵を受けているよう
だ。
原油価格面では、1 月中旬以降原油在庫が最高水
準に膨らんで、1 バレル 45 ドル台に下落した。
そして原油は 3 月半ば以降に入り、上昇傾向が強
まり、ガソリンの店頭価格は 6 週間ぶりに 140
円台をつけた。原油価格の上昇幅が大きくなり、
1 バレル 1 月に 50 ドルを割り込んだ国際指標の
北海ブレンド原油も 70 ドルに迫る。米国で需給
の緩みが一服し、国内のガソリン価格は 6 週間ぶ
りに 1 リットル 140 円台に乗せた。米国でシェー
ルオイルの増産に歯止めがかかり、原油在庫は 4
ケ月ぶりに前週より減った。油田開発の掘削設備
も減り「年後半にかけて供給の超過が解消に向か
う兆しが出てきた」
。需要も底堅い。
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