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 鈴木代表理事 巻頭言  

「選挙を前にして思ったこと」 

 皆さんがこのメールをお読みになる頃には衆議院議員の選挙戦が佳

境かと思います。 

政局の動き、特に野党の離合集散の末の三極と言われる情勢への急展開

は、テレビや映画のドラマを観ているようです。どう評価したらいいの

か判然としません。 

 

 そんな中、有権者としての選択はとても難しいように思います。消費税などの経済政策、原

発からみのエネルギー政策、改憲、護憲が入り混じる憲法問題、外交や国家安全保障の問題と、

同じ政党の政策について、これは賛成だがこれは反対と、全ての政策をまとめて、賛成・反対

と言いにくいと感じている方は多いのではないでしょうか。しかしながら、いくら選択が難し

くとも、選択権そのものを放棄することはしたくないとは思います。 

 

 同時に、敢えて誤解を恐れずに言えば、「政治に期待しない」というスタンスも必要かと思い

ます。決して政治を諦めるのではなく、他人任せにするのではなく、自分ができることを自分

が依って立つ現場にて、勇気と決意を以て実践すること。現場から変えていくという愚直な姿

勢と行動で。そして、その賛同者、同志を増やしていく努力と。 

 エネルギーに関して言えば、「再生可能エネルギーの地産地消」と「省エネ」です。エネ経会

議はそのための実践のネットワークであるべきと改めて思っています。 

 

 

 今後の予定（鈴木代表）  

10 月 14 日（土） 14 時～ 持続可能経済協会勉強会（建仁寺塔頭両足院（京都府）） 

10 月 16 日（月） 16 時～ 
氷見市観光協会記念講演シンポジウム（氷見漁業文化交流セ

ンター富山県） 

10 月 17 日（火） 13 時～ 鎌仲様団体視察（鈴廣） 

10 月 18 日（水） 13 時 30 分～ びわ湖環境ビジネスメッセ 講演（長浜バイオドーム（滋賀県）） 

10 月 20 日（金） 14 時～ 鹿児島エネ経勉強会（天文館ビジョンホール（鹿児島県）） 

10 月 26 日（木） 13 時～ なくそう原発あつぎの会様視察（鈴廣） 

10 月 27 日（金） 18 時 30 分～ 城南信金、パスポート会食（新横浜プリンス 40 階） 

10 月 28 日（土） 14 時 30 分～ 金沢エネ経勉強会（石川県教育会館） 

10 月 30 日（月） 8 時～ エネ経事務局会議（鈴廣） 

  10 時～ 名古屋工業大学卒業生様視察（鈴廣） 

11 月 1 日（水） 10 時～ クールチョイス廣瀬様ご来社（鈴廣） 

11 月 6 日（月） 14 時～ 長崎県大村商工会議所様視察（鈴廣） 
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11 月 11 日（土） 13 時～ 学術フォーラム講演（東京経済大学） 

  16 時 30 分～ 森びとフォーラム（横浜開港記念館） 

11 月 13 日（月） 12 時 30 分～ 中部経済同友会講演（名古屋市内ホテル） 

11 月 21 日（火） 13 時～ 
日独環境フォーラムにて講演（東京・御茶ノ水ソラノシティカン

ファレンスセンター） 

11 月 22 日（水） 14 時 20 分～ 日本生協連キックオフ会議講演（東京） 

11 月 23 日（木） 14 時～ 北海道エネ勉強会（will（札幌）） 

11 月 25 日(土）   
持続可能経済協会様 小田原合宿 

11 月 26 日（日）   

11 月 29 日（水） 15 時～ COOLCHOICE かわさきにて講演（川崎 CCI） 

12 月 10 日（日）   地球未来シンポジウム（京都国際会議室） 

1 月 13 日（土）   「日本と再生」上映会＆講演会(秦野) 

日時未定    神奈川県地球温暖化防止活動推進委員様 視察 

日時未定   小平市生活者ネットワーク様視察（鈴廣） 

   

 

 

 全国ご当地エネルギーリポート  

最新記事は、「夏をもって旨とすべし」はまちがい？／断熱

スペシャリスト岩前篤さん・後編（Vol.105)」です。 

今回のトピックは 

・「快適性」を求める家づくりはまちがい？ 

・寒さに強ければ高断熱住宅はいらない？ 

・家は夏をもって旨とすべし？ ...記事の詳細は blogから 

 

  ＜さらに告知！＞ 

 特派員の高橋さんが、今年の 8 月から、スーパー省エネ住宅に

住み始めました☆ 

 体験に基づいたエコハウス実況（！？）は、こちらから→  高橋

さんちの KOEDO 低燃費生活  ぜひ、エネルギーリポートとあわ

せてお読みください 

 

 

 

 

https://ameblo.jp/enekeireport/entry-12310209468.html
http://koedo-home.com/
http://koedo-home.com/
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 映画「日本と再生」上映会を行いました  

 

 去る 9月24日（日）小田原箱根商工会議所にて、

河合弘之弁護士監督作品である、映画「日本と再

生」のダイジェスト版を上映いたしました。 

 写真は、吉原毅城南信用金庫顧問の独演会とト

ークイベントの様子です 

 

 びわ湖環境ビジネスメッセ 2017およびセミナーのご案内について  

 前号でもご案内しましたが、10 月 18 日（水）の滋賀県長浜バイオ大学ドームにて「びわ湖環境ビジネ

スメッセ 2017」（※）にて、13:30～15:30 まで、弊社代表理事鈴木悌介が講師としてセミナー「エネルギ

ーから経済を考える」を行います。 

 セミナー詳細はこちらをご覧の上、会場入場は事前予約制ですので、ご参加ご希望の方は事務局ま

でご連絡ください。  

 

 ＜ご参加される方へのご案内＞ 

  ◆ 集 合 13 時 15 分 

  ◆ 場 所 長浜バイオドーム セミナー室１   

               （滋賀県長浜市田村町 1320） 

  ◆ 参加にあたりましては”名刺”を持参してください 

  ◆ セミナー終了後には交流会がありますので 

    奮ってご参加ください 

    ☆17 時より せんなり亭 橙  

    （滋賀県長浜市元浜町 11-32 TEL0749-62-0329）にて 

 

 

http://www.nihontogenpatsu.com/
http://www.nihontogenpatsu.com/
http://enekei.jp/information/20171018_biwako-messe.html
http://www.sennaritei.jp/site/daidai/index.html
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 各地勉強会の開催 について  

 

 前回号でもお知らせいたしましたが、エネ経会議では、2017

年度勉強会を各地で開催いたします。下期の初回は、鹿児島

からスタート。 

 勉強会は、セミナー・ワークショップだけでなく、会員皆さま同

士が、顔の見える関係を築く大切な交流の場としてもご活用く

だされば幸いです。 

 事前申し込みを受け付けています。皆さまのご参加をお待ち

しております。 

 

◆◆ 2017 年 10 月 20 日（金） 13:45~16:30・・・九州  鹿児島にて開催◆◆  

 エネ経会議×パワーシフト勉強会 in鹿児島 

            ～「経済」と「エネルギー」を地域でまわす実践と可能性～ 

  ＋ 会場；天文館ビジョンホール ６Fホール 

                   http://www.hosoyamada.co.jp/visionhall/access.html 

  ＋ プログラム；  

  １．基調講演「小田原で実践！再生可能エネルギーと地域経済」 （鈴木悌介：弊社代表理事） 

  ２．企業が再エネ重視の地域電力を選ぶ意味  

           （吉田明子：国際環境 NGO FoE Japan／パワーシフト・キャンペーン） 

  ３．「鹿児島発・地域電力の挑戦」（及川斉志：太陽ガス） 

  ４．「地域とともに新しい電力インフラの形をめざす自然電力の挑戦」（川島悟一；自然電力） 

   ほか、パネル討議など 

  ＋ 参加費用；２，０００円（事前申込） 

  ＋ お問合せ；エネ経会議事務局 suzu@air.ocn.ne.jp (担当 事務局長 小山田大和) 

※現在、事前に申し込みを受け付けています。参加申し込みはこちらのフォームから 

 

 

◆◆ 2017 年 10 月 28 日（土） 13:00~17:00・・・北陸  金沢にて開催◆◆ 

 エネ経会議 金沢勉強会  

  ＋ 会場；石川県教育会館 http://kyouiku-kaikan.wixsite.com/ishikawa 

  ＋ プログラム； 

   １．上映「日本と再生」 

   ２．講演（鈴木悌介：弊社代表理事） 

   ３．トーク（谷口彰：おひさま進歩エネルギー株式会社執行役員） 

   ほか 

  ＋ 参加費用；８００円（前売り）・１，０００円（当日） 

  ＋ お問合せ；エネ経会議事務局 suzu@air.ocn.ne.jp (担当 事務局長 小山田大和) 

※現在、事前に申し込みを受け付けています。参加申し込みはこちらのフォームから 

 

http://enekei.jp/information/201709_seminar.html
http://enekei.jp/information/201709_seminar.html
http://www.hosoyamada.co.jp/visionhall/access.html
mailto:suzu@air.ocn.ne.jp
https://secure842.sakura.ne.jp/enekei.jp/sympo_20171020_kagosima/
http://kyouiku-kaikan.wixsite.com/ishikawa
mailto:suzu@air.ocn.ne.jp
https://secure842.sakura.ne.jp/enekei.jp/simpo_20171028_kanazawa/
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◆◆ 2017 年 11 月 23 日（木） 14:00～18:00・・・北海道  札幌にて開催◆◆ 

 エネ経会議 北海道勉強会  

  ＋ 会場；札幌市中央区大通東 4丁目 4-44 イースト 4札幌ビル 3F スペースイースト 4 

               https://www.mapion.co.jp/m2/43.06316444,141.36254429,16 

  ＋ プログラム； 

   １．上映「日本と再生」ダイジェスト 

   ２．講話（鈴木悌介：弊社代表理事） 

   ３．パネル討議 

     （國枝恭二：弊社理事・小嶋英生：正会員（NPO法人雪氷環境プロジェクト） 

   ほか 

  ＋ 参加費用；（懇親会参加者費用）；３，５００円 

  ＋ お問合せ；エネ経会議事務局 suzu@air.ocn.ne.jp (担当 事務局長 小山田大和) 

  ＋ 後援；日本自治アカデミー、NPO法人雪氷環境プロジェクト 

 

 

 今月の推薦図書 （3 冊）  

 今月は原発関係の本をまとめて３冊。敢えてそれぞれ

に感想を書くのはやめにしました。先入観なしにお読み

になっていただくほうがいいかなと思ったからです。 

  一言だけ…同じ事象についてこれだけ違った見解を述べる、それも出版というある意味、公な

メディアで。本の中身はともかく、それがとても興味深いと感じました。 

 

 １．崩れた原発「経済神話」 柏崎刈羽原発から再稼働を問う 

  新潟日報社原発問題特別取材班 著 

  明石書店 2,000円（本体） 2017年 5月 

 

 ２．それでも原発が必要な理由（わけ） 

  櫻井よしこ 奈良林直 著  

  WAC 1,600円（本体） 2017年 6月 

 

 ３．決定版 原発の教科書 

  津田大介 小嶋裕一 著  

  新曜社 2,400円 2017 年 9月 

 

【告 知】 

 合同出版株式会社より発行されている、弊社代表理事著「エネルギーから経済を考える」につい

ては、在庫切れとなりました。そこで、新書版を発刊する運びとなりました。 

 お求めなど、お値段や会員特典などなど、詳細は、後日、号外にてお知らせ予定です。 

 

※本配信の HTML版メルマガとは掲載内容等、一部異なりますのでご了承ください  今号以上 

https://www.mapion.co.jp/m2/43.06316444,141.36254429,16
mailto:suzu@air.ocn.ne.jp
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4750345253/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=enekei032005-22&camp=247&creative=1211&linkCode=as2&creativeASIN=4750345253&linkId=5ff346ee7d0dbaeb38637974ad14a1ca
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4898314597/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=enekei032005-22&camp=247&creative=1211&linkCode=as2&creativeASIN=4898314597&linkId=35af553ab4264340210d11d246d91dc7
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4788515369/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=enekei032005-22&camp=247&creative=1211&linkCode=as2&creativeASIN=4788515369&linkId=a9310005039c2777c221fe70dcbc1c59

