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ロータリーソング   「われらの生業」 

来客紹介        ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

連続出席表彰 

会長時間 

幹事報告・委員会報告 

卓話時間     「中国地方の電力需給と 

原子力発電について」 

中国電力（株） 

電源事業本部部長  林   司 様 
 

 

 

   
 

 

 

本日卓話を頂きます林 様、本日は当ｸﾗﾌﾞへお越し頂きありがとう

ございます。又、本日は例会終了後のｸﾗﾌﾞ協議会の開催にあたり、

ｸﾞﾙｰﾌﾟ６ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐の斎藤隆幸様、ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐幹事の松井敏

様にお越し頂いております。斎藤様、松井様お忙しい中お越し頂

きありがとうございます。本日はよろしくお願い申し上げます。 

さて、今日の会長時間は今年度のＲＩﾃｰﾏについて話をさせて頂

きます。田村泰三ｶﾞﾊﾞﾅｰはＲＩﾃｰﾏの解釈として、ｶﾞﾊﾞﾅｰﾒｯｾｰｼﾞ 

 
 

の中で次のように説明されています。 

「こころ中をみつめよう 博愛を広げるために」。ＲＩ会長が掲げたﾃ

ｰﾏです。“こころ”とは“考え”あるいは“観念”ともいえるでしょう。 

固定観念を持ち続けるのではなく、新しい考え方ができるように自

分から努力することが必要です。人は感動を受けると人生観が変

わるといわれています。誰もがそのような経験を持っています。 

他の人の意見を聞き、違う意見を理解したり、異文化に接すると

“考え方”が変わっていきます。“こころの中を見つめよう”というの

はこのようなことを意味していると思います。ﾛｰﾀﾘｰの中核となる

価値観は、親睦、奉仕、多様性、高潔性、ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟであり、多様

性は他の人の意見や考え方を理解し認めることです。 

また、ﾛｰﾀﾘｰには職業分類があり、ﾛｰﾀﾘｰは異なる職業人の集ま

りです。“ﾛｰﾀﾘｰが異なる職業人の集まりである”という事は、多様

性という価値観を身につけるために欠くことのできない条件である

と言えます。 

このように考えてみると“こころの中を見つめることは”決して容易

なことではなさそうです。しかし一旦この手法を身につけると、毎

月商品の棚卸しをするように、“こころの棚卸し”として比較的容易

にできるようになるかもしれません。こころの棚卸しができれば精

神的に常に進歩し続けることになるでしょう。 

これは人を必ず幸せにするための根源であり、自分だけでなく、

他の人にも博愛を広げることにつながります。 

そしてこのようなことが広がっていけば、世界平和も夢ではないと

捉えることができます。ﾊﾞﾈﾙｼﾞｰ会長は自分自身を見つめ直すこ

と、すなわち、深く自己をみつめ直すこと、深く自己を省みることに

よって、人類が皆、同じ夢、同じ希望をもっていることを理解して

ほしいと訴えています。 

そしてこの事が、３つの協調事項につながっていくことは、すでに

お気付きのことだと思います。 

即ち第一は“家族”、強い家族を築くこと、第２は“継続”得意とす

ることの継続であり、第３は“変化”、変える必要があることは変え

ていくということです。 

このように２０１１-１２年度のﾃｰﾏは一見難解に思われますが、ﾛｰ

ﾀﾘｰの核心を表現した意味の深いﾃｰﾏであると言えます。 
 

 

 

国際ロータリー第２７１０地区 

グループ６ガバナー補佐 

斉藤 隆幸 様 

 

今年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐という大役を

仰せつかりました広島ＲＣの斉藤

でございます。 

ＲＣに入会して２８年になりますが、まさかこのような大役が回って

来るとは夢にも思いませんでした。３年前に会長を終え、ほっとし

ていたところですが、長老の鶴の一声によりこの大役を引き受ける 

■本日の例会 ２０１１年８月１８日(木) 第２０５３回 
ロータリーソング  「手に手つないで」 

来客紹介       ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

連続出席表彰 

会長時間 

幹事報告・委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 職業奉仕委員会担当 

   「お互いをもっと詳しく知るために」 

          髙原 宏之 会長 

 三宅 信博 会員 

 庄子 佳良 会員 

前回例会報告 ２０１１年８月１１日（木） 第２０５２回 

会長時間   会長  髙原 宏之 

連続出席表彰 

ガバナー補佐ご挨拶 

３年 水野 会員 

３年 上田 会員 

１５年 山下江会員 
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こととなりました。 

北ＲＣにはお世話になった先輩方が沢山おられ、特にＪＣ時代に

大変お世話になった方々が２０名近くもおられます。こちらに入会

した方が良かったのではないかと思うほどです。皆様方のご活躍

はいろいろなところで耳にしておりますが、先般の野球大会でも

優勝されたり、例会出席率においても１００％を継続されていたり、

また、この度の東日本大震災においても早々に援助をされたと聞

いております。 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐の役割としては、本年度ｶﾞﾊﾞﾅｰの方針をお伝えする

事ですが、各ＲＣを回って、それぞれの良いところを参考にして、

それをまた各ＲＣにお知らせすることもあろうかと思います。ｸﾗﾌﾞ

協議会においても色々な話を聞かせて頂きたいと思います。 

ご承知の通り、世の中は大変厳しい状況であり、広島の会員数も

減少しておりますが、ＲＣの精神である相互扶助に立ち返り、なん

とかＲＣ活動を盛り上げて、微力ではありますが、頑張って参りた

いと思います。１年間宜しくお願いを致します。 

 

 
＊公式訪問について 

８/２５はｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問です。例会終了後にｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑを開

催します。「当日は服装はｸｰﾙﾋﾞｽﾞでお願いします」とのｶﾞﾊﾞﾅｰ

のご意向ですので、よろしくお願いします。 

＊地区大会について 

地区大会本登録の依頼がございました。本日、ＢＯＸに案内と

回答書をお配りしていますので、よろしくお願いします。 

１０/１６（日）の本会議には多数ご参加頂きますよう、特に入会３

年未満の方は出席義務となっていますので、是非、登録頂きま

すようお願いします。 

＊例会終了後、第１回クラブ協議会を開催します。３Ｆ「飛鳥」 

＊事務局盆休み ８/１２（金）～８/１６（火） 

＊ロータリーの友（ＢＯＸ配布） 

＊地区大会ご案内（ＢＯＸ配布） 

 
 

■財団プログラム委員会 山下正司委員長 

  ロータリー財団寄附のお願い 

■社会奉仕委員会 山下 江委員長 

９/５（月）新天地交番へのＡＥＤ寄贈を新天地公園にて行ない

ます。また、８/３０委員会を開催します。追ってご案内をお送り

いたします。 

■会報ＩＴ委員会 上河内副委員長 

縦組みＰ２ アマゾンの森は今！ 

戦後２５歳で移住し、アマゾン開拓にかかわった日本人の苦難に

苦難のお話です。その中には、日本とアマゾンの森との意外なつ

ながりなど、興味深く、「こんなこともあったのか」と、目からうろこの

内容が続きます。しかし、中でも も面白いと思ったのは 後の部

分です。筆者が、問題があるとされる日本の子供たちを預かり、あ

る方法で、その子供たちが立ち直っていくということなのですが、今

の日本に欠けていること、必要なことを教えてくれる内容が書かれ

ています。それが何であるか、知りたい方は是非お読み下さい。 

横組みＰ５ 会員増強および拡大月間 会員数について考える 
６ページのグラフをみると、１４、５年前の会員数は約１３万人で、２０

１１年４月現在９万人となり、4 万人も会員は減っています。しかし、

ｸﾗﾌﾞ数はほとんど減っていないことがわかります。その結果、少人

数でがんばっているｸﾗﾌﾞが５０弱存在しているというのが現状です。

今、わが北ＲＣは会員数を増やさないと今後のクラブ運営に支障を

きたすとされています。１０人以下の少人数のクラブは一体どんな

運営をしているのか？不思議な気持ちで一杯になってしまいまし

た。 

横組みＰ３３ ロータリー基本知識 
近入会された会員や私みたいに中身を全然理解していない会 

 

員の皆様は是非読んで覚えてください、そうすれば、優秀な会員の

話も理解でき、真面目にロータリー活動をしていると少しは認めてもら

えるのではないかと思います。 

頑張りましょう！ 

是非、ご一読ください！！ 
 

 

 

【自主出宝】 

髙原会員・大之木会員・粟屋会員・岡部会員・合田会員 

林 様、今日はお忙しい中当ｸﾗﾌﾞにお越し頂きありがとうございま

す。本日の卓話、楽しみにしています。 

髙原会員・大之木会員・粟屋会員・岡部会員・合田会員 

斉藤様、松井様、本日は当ｸﾗﾌﾞへお越し頂きありがとうございま

す。本日のｸﾗﾌﾞ協議会、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

久保田会員・越智会員 林 様、斉藤様、本日の卓話にお越し頂

きありがとうございます。よろしくお願いします。 

木下会員 中国電力 林 様、本日はよくいらっしゃいました。卓

話楽しみにしております。よろしくお願いします。 

上田会員 早いもので入会３年になりました。これからもよろしくお

願い致します。 

神農会員 妻の誕生日に美しい花をありがとうございました。 

中村会員 この度ｸﾗﾌﾞより妻に花束を頂きました。彼女はヒト様か

ら花を頂いたのは五十数年来、始まって以来の事で大変喜んで

おりました。 

粟屋会員 先週の例会（８/４）で進行を急ぐあまり、幹事報告を飛

ばしてしまいました。プログラム時間に入りその事に気付き、かろう

じて 後に報告させて頂きましたが、以後このような事がないよう

気を付けます。 

粟屋会員 先週の例会の 後にＳＡＡの報告をお願いする時、

「坪内ＳＡＡ長」と申し上げるべき所、先月に続き又も「杉町ＳＡＡ

長」と言ってしまいました。坪内さん、大変失礼しました。２回目で

すので２千円お詫びの出宝をさせて頂きます。もし３回目をしでか

した時は３千円出宝します。 

小田会員 本日所用につき早退させて頂きます。 
 

当日計 20,000 円（内、ｗｅｂ13,000 円） 累計 239,000 円 

★=10,000 円 ☆=5,000 円 ◆=2,000 円 

★ニコニコ委員会より 

今回の例会もご紹介が出来ませんでした。ご出宝頂きました

皆様申し訳ございません。次回３週分をご紹介致します。 
 

 

 

『中国地方の電力需給と原子力発電について』 

 

中国電力㈱ 

電源事業本部部長  林   司 様 
 

ただいま御紹介頂きました中国電

力の林でございます。 

本日は広島北ロータリークラブの

例会において卓話させていただく

機会を頂きまして，ありがとうござ

います。 

 

１. 今夏の中国地方の電力需給の見通し 

●はじめに 

今年３月に起きました東日本大震災で亡くなられた方のご冥福を

お祈りするとともに，被災された皆さまに心からお見舞いを申し上

げます。 

ニコニコ箱   ニコニコ委員会 

卓話時間 

幹事報告   幹事  粟屋 充博 

委員会報告 
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また，福島第一原子力発電所における事故については，原子力

発電所を運転する事業者として，大変重く受け止めております。 

そうした中，震災以降，電気事業をめぐる環境は厳しく，先行きも

不透明な状況にあり，今後，国レベルで原子力発電にかかる規

制に見直しや，日本のエネルギーの在り方等について論議が行

われようとしておりますが，良質な電気を安定してお届けすること

が，当社の使命であるとあらためて強く感じております。 

 

●供給設備の概要 

当社の主な発電所は，工場等の需要が集中する瀬戸内海側に

設置しており，当社の供給力は全体で１,１９８万ｋＷを確保してお

ります。 

原子力発電所については，島根県に１ヶ所（運転中），山口県の

上関に計画をしています。 

現在，建設中の島根３号機（１３７.３万ｋＷ）については，既に建物

建築工事はほぼ終了し，試運転を開始する準備までできておりま

すが，制御棒駆動機構の不具合や津波対策の実施等により営業

運転開始時期が未定となっておりますが，現在，安全確保を 優

先に一日も早く運転が開始できるよう取り組んでおります。 

また，送電線は，関西電力，四国電力，九州電力につながってお

り，各社間で電力を融通しあうことができます。 
 

●電力需要の見通し 

省エネルギーの進展や人口の減少などの影響はあるものの，情

報化および高齢化社会の進展，快適性志向の高まりや電化住宅

の普及拡大などにより，生活関連用需要は，今後とも着実に増加

するものと見込んでおりますが，産業用需要は景気回復による生

産水準の上昇が見込まれるものの，緩やかな増加にとどまるもの

と考えております。 

その結果，平成３２年度の販売電力量は６５６億ｋＷｈ，平成２１年

度から３２年度までの年平均伸び率は１.１％と想定し，エネルギー

セキュリティー，地球温暖化問題への対応等を勘案し，原子力を

はじめとするバランスのとれた電源構成を目指して電力を確保し

ます。 
  

●電力需給の状況 

先ほどの生活関連需要に着目しますと，電化住宅の普及状況に

ついては，新築の５割，戸建は８割が安心・クリーン・経済的など

の理由でオール電化が採用されてきており，平成 23 年 3 月末現

在の累計で，電化住宅 は約 48 万戸，エコキュートは約 25 万台と

なっております。 
 

●一日の電力需要の推移と発電厚生 

電気は貯蔵できないという特性から，消費される電気の量に合わ

せて，発電所では電気を作っています。 

  当社における 大電力需要を記録した１日の需要カーブを確

認しますと，一番低い朝方の約７００万ｋＷから昼間のピークとなる

１,２２８万ｋＷの電力需要に対応するため，それぞれの利点を活

かした発電設備を効率よく活用しています。 

一定の出力で運転する原子力発電をベースに，次に安定的に入

手のできる石炭を中心とする火力発電，そしてきめ細かい起動・

停止は可能な水力発電で 大電力に対応しています。 
 

●今夏の需給見通し 

今夏の需給に万全を期しておりますが，８月１０日の三隅発電所

の停止による電力需給の影響については，一時的に供給力は減

少するものの，予備力は確保できており，安定供給に支障はない

と考えております。 

安定供給に必要な供給予備率が，当初計画（１４.６％）を下回る

状態にありますが，当面（盆期間８/９～８/１６）は， 大需要１,０６

０万 kW を想定しており，予備力１７５万 kW，予備率１６.５％を確 

 

保しております。 

また，盆期間以降については， 大需要１,１６５万 kW に対し，予

備力７０万 kW， 予備率６.０％となる見通しで，皆さま方には，無

理のない節電，省エネをお願いしたします。  
 

●安定供給に必要な供給予備率 

電力の確保に当たっては，発電設備の故障や，急激な需要増加

などに対応できるよう，常にある程度の電力が補給できるように，

設備の余裕などを確保しています。 

それらの予備施設で発電・供給可能な電力量は「供給予備力」と

呼ばれており，どの程度の供給予備率を確保しておくべきかとい

う値は，予備供給が必要となる機会の出現度などから計算によっ

て求められています。 

供給予備率は，発電設備の停止や需要の変動を受けるため，日

本では８～１０パーセント程度の供給予備率が必要とされていま

すが，中国地方で気温が１度上がると，電力需要が約 37 万ｋＷ増

加し，その結果，供給予備率が約３％減少します。 
 

●電力需給の見通しのお知らせ   

中国地方の電力需要については，他の電力と同様に，（当社）ホ

ームページにて「本日の電力需給の見通し」をお知らせしており，

本日（８/１１）の予想 大電力は１,０２０万ｋＷ，ピーク時の供給力

は１,１９１万ｋＷが確保されています。 
 

●わが国の原子力発電所の運転状況 

現在，わが国の原子力発電所は，５４基中１４基が運転しており，

当社の島根２号機についても，来年１月には定期検査により停止

する計画で，このままいけば，来年の３月には全てに原子力発電

所が停止することになります。 

一方，定期検査を終了した発電所は，国の安全性評価（ストレス

テスト）を受けた後に運転再開をすることになっており，その評価

に当たって，現在，国において検討が進められている状況です。 

資源の乏しい我が国にとって，エネルギーセキュリティー確保は

変わらぬ大きな課題であり，電力の安定供給および地球温暖化

防止のためにも原子力発電は必要であると考えております。 

原子力発電所の運転にあたっては安全・安心が大前提であり，今

後とも，皆さまに安心していただけるよう，安全確保に万全を期し

てまいりますので，何卒，ご理解を賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 
 

２．島根原子力発電所の津波対策 

ＤＶＤにより対策状況をご紹介 

【概 要】 

当社は，今回の福島第一原子力発電所の事故を踏まえ，これま

でに得られた知見や国からの指示を受けて，島根原子力発電所

における必要な対策を検討し，緊急安全対策を実施するとともに，

更なる信頼性向上対策についても，準備ができたものから順次取

り組んでいます。 

今後，国レベルで徹底的な解明が行われ，新たな知見が得られ

次第，的確に対応し，安全 優先の考えのもと，全社をあげて取

り組んでまいります。 
 

●緊急安全対策 

津波が敷地内に浸入し，電源機能や炉心を冷却する機能等を喪

失した場合でも，炉心や使用済燃料の損傷を防止するとともに，

原子炉・使用済燃料プールを安定的に冷やす機能の回復を図る

ため，以下の対策を実施しました 

・重要な機器が津波により冠水することを防止するため，出入口

扉等の浸水防止対策を実施。 

・非常用のディーゼル発電機が使用できなくなった場合にも電源

が確保できるよう，高圧発電機車および可搬式発電機を配備 
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クラブ運営方針 友愛と分かち合いのこころの輪を広めよう 

 

・原子炉および使用済燃料プールの冷却手段がなくなった場合

に備え，消防ポンプ車等による代替注水手段を確保 

・原子炉格納容器内の圧力上昇を防ぐため，電源が無くても圧力

が下げられるよう，発電所内に格納容器ベント用資機材を確保 
 

●更なる信頼性向上対策 

津波による被害を 小限にするための設備強化や重要設備を代

替する機能の一層の充実等，更なる信頼性向上対策を実施して

いきます。 

・原子炉補機海水系ポンプの浸水を防止するため，防水壁等を

設置 

・建物内の機器を保護するため，水密性を高めた扉への取替・追

加設置等により，建物内への浸水を防ぐ対策を強化 

・発電所の主要設備への浸水を防止するため，発電所構内の海

側全域について防波壁（高さを１５ｍ）を強化 

・非常用ディーゼル発電機のバックアップとして，ガスタービン発

電機を発電所内の高台（４０ｍ級）に設置 

・原子炉補機海水系ポンプが津波により浸水した場合に備え，予

備品・代替品を確保 

以上 

 
 

 

 

８月１１日（木）例会終了後に斉藤ガバナー補佐、松井ガバナー

補佐幹事をお迎えし、第１回クラブ協議会が開催されました。 

各常任委員長より今年度の事業計画などの説明のあと、来る２５

日（木）公式訪問フォーラムのテーマを決めるべく意見を交換しま

した。 終的にフォーラムの議題として田村泰三ガバナーが力を

入れ取り組んでおられる「認知症の人とその家族への地域社会と

しての支援について」とすることが決定しました。 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

開催日：２０１１年８月１１日（木）１３：４０～１４：４０ 

出席者：斉藤ガバナー補佐様、松井ガバナー補佐幹事様 

       会員３６名 

以上 

 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１１年８月１１日（木） 会員総数８１名 

出席 ６９名  欠席 １２名 

来賓  ３名  ゲスト  １名 

７/２８例会 M-up 後出席率 １００％ 

７月度平均出席率 １００％ 

■来客紹介  ロータリー家族親睦委員会 

林   司 様（卓話来賓） 

斉藤 隆幸 様（Ｇ６ガバナー補佐） 

松井  敏 様（ガバナー補佐幹事） 

斉藤 文弘 様（卓話来賓付添） 

■次回例会ご案内 ２０１１年８月２５日（木） 第２０５４回 

 田村泰三ガバナー公式訪問 

 食事 洋食 

 ※例会終了後１３時４０分よりフォーラムを開催。 

（１５時１０分終了予定）

訃 報 
 

広島ＲＣ 山本 忠義 会員（㈱ワイテック 取締役社長）が、 

８月４日 午前１０時３０分にご逝去されました。（７３歳） 

謹んでご冥福をお祈りいたします。 

第１回クラブ協議会報告 


