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◆4 つのテスト◆
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？
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国際奉仕委員長

今月のテーマ

（2 月 19 日）

次週の予定
「

い

近況報告とこれからのミャンマー 」
担当 杉原 巨峰 会員
元米山奨学生 ピューピュー・トウェイさん

先週の例会報告
◆ 出席報告（1 月 29 日分）
会員数 43 名 出席数
特定免除

い

「ロータリー理解推進月間」

ロータリーソング
「四つのテスト体操」
「日も風も星も」

34 名 欠席者 3 名

6 名 その他免除

0名

ニコニコ箱

出席率 94.73％
後面に記載
前々回 1 月 8 日分
ホームクラブの出席者

34 名

91.89％

メークアップの結果 37 名
特定免除
欠席者

6名
0名

その他免除

0名

修正出席率 100.00％

井村 英樹 氏
佐々木克佳 氏

会長の時間

藤本

和俊 会長

皆さん今日は
本日はゲストスピーカーと致しまして、関西電力東
大阪営業所の井村所長様、佐々木係長様、大変お忙
しい中お越し頂きまして有難うございます。この後
宜しくお願い致します。
さて先週から大寒波が押し寄せ、朝の気温も氷点
下になるぐらい、かなり寒い天候が続いていますが、
暦の上でも今月の 20 日から立春までの期間は、一年で寒さが最も厳しくなる大寒
であります。かなりインフルエンザも大流行していますので、くれぐれも体調管
理にはお気を付けて下さい。
そのような中、先週 19 日（土）午前１０時より大阪桐蔭高等学校の第 28 期生
の卒業式に出席してきました。礼節を重んじた厳粛なる式典には、学校の躾の対
する教育の重要性の念いを改めて感じさせられました。また本年度は卒業生のな
かに、阪神タイガースに入団した藤浪君の姿も見られ、多数の報道関係者の取材
活動が違った面で目を引きましたが、素晴らしい式典でありました。そして嬉し
いニュースに、前日第 85 回選抜高校野球大会出場校に見事選考されました。森山
会員大変おめでとうございます。是非とも史上初の３季連続優勝を目指し頑張っ
て下さい。期待しております。
そして午後よりは、枚方 RC のホストによる第 2660 地区第 3 組の IM がメセナ
枚方で開催されました。多数の会員の皆さんのご参加ありがとうございました。
基調講演では、金美齢氏によります「奉仕の心でつなぐ平和な世界」というテー
マで、ロータリーの奉仕は立派なことではあるが、もっと現実の基での世界観、
それぞれの国際社会の国家観を認識し理解した上で、日本の存在感のある奉仕活
動の実践を・・・という鋭い指摘が印象的でありました。
27 日（日）には、大東市スポーツ少年団本部の新年交歓会に出席してきました。
このスポーツ少年団は、1962 年に財団法人日本体育協会が創設した 50 年の歴史
あるスポーツクラブで、「一人でも多くの青少年にスポーツの歓びを!」「スポー
ツを通じて青少年の身体と心を育てる組織を地域社会の中に!」という理念のもと
でつくられ、約 20 万人の指導者と、約 83 万人のスポーツが大好きな仲間たちが、
スポーツ少年団に登録しています、と主催者より挨拶がありました。今問題にな
っている指導者としての心得を、もう一度原点である青少年の健全育成という純
粋な立場から考えてみることが、必要かと思います。
来週はいよいよ本年度最後の国際奉仕・親睦活動委員会の情報集会であります。
寒いなかではありますが、たくさんの皆様のご出席を宜しくお願い致します。

髙島

幹事報告

登

幹事

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より、当クラブ宛に感謝状が届いてお
ります。

委員会報告
◎ニコニコ箱委員会

中野

秀一

委員長

・入会記念日

（1 月）

自祝

小川

芳男 君

・入会記念日

（1 月）

自祝

松原

清一 君

・甲子園出場

自祝

森山

信一 君

おめでとうございます

藤本

和俊 君

・Ｉ．Ｍ．お疲れ様でした

髙島

登 君

小川

芳男 君

松原

清一 君

佐藤
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木村
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正剛 君

空門

満也 君

東野

喜次 君

・大阪桐蔭高校、春の選抜高校野球大会出場

・周年実行委員会のみなさん

クラブメンバーのみなさん

ありがとうございました
・国家試験潜水士合格しました

自祝

・Ｉ．Ｍ．都合で出席できませんでした

お詫び

・Ｉ．Ｍ．に参加して来ました
・長男が無事高校を卒業できました
ありがとうございました
・大阪桐蔭中学高校卒業式

無事終了されまして

おめでとうございます
・中野君間違い電話してご迷惑おかけしました
・Ｉ．Ｍ．楽しみにしていたのですが、
急用で欠席でした

すみません！

1 月 26 日（土）、ホストクラブは枚方ロータリークラブ、場所はメセナ枚方にて「奉
仕の心でつなぐ平和な世界」のテーマのもと基調講師に金美齢氏をお迎えし、インタ
ーシティミーティングが無事終了いたしました。

2012-2013 ロータリー財団特別寄付 認証メダル授与

先週の卓話

「

エネルギー情勢と電力安定供給に向けた取組
担当

」

中野

秀一

会員

関西電力株式会社 東大阪営業所所長 村井 英樹 氏
所長室係長 佐々木克佳 氏

一昨年に発生しました東日本大震災によりわが国は戦後最大の国難に直面しており
ます。震災後の復旧・復興も思うように進まない中、特に東京電力福島第一原子力発電
所の爆発・放射能汚染は、わが国の復興・産業経済会の再生にとって大きな障害となっ
ております。又、今回の原発事故が及ぼしたエネルギー・環境問題は自国だけの問題だ
けではなく世界各国の今後のエネルギー供給にも大きな課題を今尚残しております。
私は不動産と建築・人材派遣業を生業としておりますが、関西電力東大阪営業所管轄
内のエネルギー環境懇話会の会員を務めさせて頂いている事も有り、今回、ロータリー
クラブの皆様に対しまして、エネルギーの現状、電力の安定供給に向けた関西電力の取
り組みなどを本日の卓話でご説明させて頂きます。
本日は講師に関西電力株式会社、東大阪営業所 所長 村井英樹様と所長室係長 佐々
木克佳様にお越し頂き、一般の報道だけでは知りえない所までお聞かせ頂き、実りある
例会にさせて頂きたいと考えております。

エネルギーの安定供給について
⑴ 安定供給とは
1-1 そもそも「安定供給」とは
1-2 電気が「豊富」にある、使えるという常識の崩壊
1-3 なんとか大停電は回避するも、大幅、急激な火力電源依存による電力会社収
支の悪化

1-4 苦渋（33 年振り）の選択としての電気代値上げのお願いとこれに伴う更なる効
率化のお約束
⑵世界の中の日本のエネルギーと 3.11 後のエネルギー政策の迷走
2-1 高度経済成長の中で安定供給を支えてきた日本電源開発のあゆみ
2-2 世界の中での日本のエネルギーの立ち位置
2-3 3.11 以降 前政権末期のミスリード
⑶早期安定供給に向けすべき事項
3-1 原子力発電所の再稼動に向けた取り組み
・緊急時対策→自主的取り組み
→更なる信頼向上策の取り組み
・世界最高水準を目指す体制
3-2 火力発電所の高度利用に向けた取り組み
・燃料調達の多様化。分散化、新たな手法導入
・コンバインドサイクル発電の採用拡大
3-3 再生可能エネルギー普及、拡大への貢献
・メガソーラー、風力、水力、バイオマス発電
・スマートグリット技術開発

キャベツみたいなサンゴ
串本にあります。一面このような風
景でＳＦの映画にでるような感じ
です。
この奥にウミガメの巣があります。
ダイバーの合言葉は「キャベツ畑の
向こうのウミガメに会いに行きま
しょう」です。

