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本日の出席率８３.３％：会員数４２名・出席３３名・欠席７名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター０名

前々回の修正出席率１００％：出席３１名・メークアップ９名・出席規定免除会員（２）２名

　本日は四元会長が大変お世話に

なった方のご不幸の為， やむを得

ず， 欠席ということで僭越ながら副

会長の挨拶とさせて頂きます。

　さて、 第４６回衆院選の活動が始

まりました。 今回の政党は過去最

大で無所属を入れますと１６党 ( 派

閥 ) です。 選挙区３００ ・ 比例代表

11 ブロック１８０の４８０議席に対して計１ ,５０４人が立候補してお

り， これも衰退する日本国をなんとかしようとする表れなのでしょ

うか ?　

　選挙公約内容は景気対策、 消費税増税の是非、 原発 ・ エネ

ルギー政策、 沖縄県 ・尖閣諸島など領土 ・ 領海をめぐる課題

を受けた外交 ・ 安全保障政策、 憲法改正などが争点として、 マ

スコミでは自民党が政権を奪還できるなどと報道されています

が， 皆様はどうお考えでしょうか。

　例えばエネルギーでは原子力は防災とプルトニュウムの処理

が科学的に大きな問題ですが、 原子力 1 機につき風力発電は

３， ３００機， 太陽光ですと約５８ km² ( 大村湾面積約の１ /６ ) の

自然破壊をしない広さが必要です。 第二 ・ 第三電力会社の設

立、 米国シエルガス、 近海のメタンハイドレート、 微生物のオー

ランチオキトリウムなどの開発と導入でコスト削減が急務です。

　ＴＰＰは皆様の企業はどうとらえられていますか。 私の歯科を

米国と比較しますと技術の差は無く、 米国認可材料が容易く入

ります。 機会 ・ 材料の仕入れは米国の約２～３倍、 埋もれた奥

歯 1 本抜くのに１/８， 歯の根の治療に１/１５程度でフィリピンより

安い治療費です。 また、 領土 ・ 海域を守ることや外交交渉は

当然ながら米国の力がいります。

　

　私自身はこの特殊な日本独自の民主主義国家をつくった根本

は、 議会の２/３議決だと思います。 益々発展するインド、 中国、

南米やアフリカ等をグローバルと考えて共存できる緻密な戦略の

基に民主主義の原点である１ /２以上議決とすることで、 法的改

１．例会変更
　   佐世保東ロータリークラブ

１２月２７日 （木） １２：３０→１２月２２日 （土） １８：３０～

　　ホテルオークラＪＲハウステンボス　クリスマス家族会の為

　平成２５年１月１７日 （木）　１２：３０→１８：３０～

　　ファーストイン早岐　　福寿会の為

　平成２５年１月　３日 （木）　休会　定款第６条第１節により

佐世保南ロータリークラブ
　１２月２８日 （金）　休会　定款第６条第１節により

　平成２５年１月　４日 （金）　休会　定款第６条第１節により

伊万里ロータリークラブ
　１２月１２日 （水） １２：３０→１８：３０～

　　ロイヤルチェスター伊万里　忘年家族会のため

　平成２５年１月　９日 （水）→１月５日 （土） １８：００～　　

　　　　　ロイヤルチェスター伊万里　新年家族会のため

　　　　平成２５年１月３０日 （水）→１月２６日 （土） １１：３０～　　

　　　　　例会場　第６回伊万里観光いろはかるた大会開催の為

　　　　平成２５年１月　２日 （水）　休会　定款第６条第１節により

　

２．来　　信
・福元裕二ガバナー、本島直幸佐賀ＲＣ会長
　ビチャイ ・ ラタクル 元ＲＩ会長歓迎会のご案内

　日時　平成２５年２月２２日 （金） 午後６時より

　場所　楊柳亭 （佐賀市）

・ガバナー事務所
　ガバナー月信　１２月号の送付

　地区大会ちらし　

　ガバナー会より…東京オリンピック招致ちらし及びバッジ

正はどんどん進んで行くのではないかと思います。 当然， 現行

法が変るのですから困る企業も出てくると思いますが、 いずれに

せよ， このままでは５～６年後には後退する日本経済は破綻す

ると考えていますので、 蓄えと日本国の未来を考えてロータリー

の力で国民思考を早急に先導して行くことが必要だと考えており

ます。
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四元清安会長、大久保厚司副会長、前田眞澄幹事
本日はどうしても抜けられない事情により、 例会を欠席しなけ

ればならなくなりました。 会員はもとより本日卓話をお願いし

ています、 九州電力佐世保営業所 所長田平孝様、 ご無礼

をいたしますが、 最後まで宜しくお願いします。 又、 昨夜の

キラキラパーティーには雨の中、 多くのメンバーさんそして奥

様方には手料理持参でのご参加、誠にありがとうございます。

ロータリーの友情に感謝申し上げ、 ニコニコします。 又、 キ

ラキラパーティーで１， ０００円余剰金が出ておりますので、

ニコニコします。

崎山信幸社会奉仕委員長
１２月１日に行いました、 社会奉仕委員会の事業 「長崎県立

佐世保特別支援学校児童＆コスモスと介護老人保健施設燦

とのプロジェクト」 無事に盛会のうちに終了いたしました。 １

時間弱と短い時間でしたが、 有意義な事業となりました。 メ

ンバー並びに関係いただきました、 すべての皆様方にあらた

めまして、 お礼を申しあげます。 又、 本日は理事会になって

おりますが、 １２月定例議会中の為、 例会の中座、 理事会を

欠席いたしますこと、 気持ちを込めてニコニコいたしますの

で、 お許し下さい。 　

牟田憲市君
結婚記念日の花、 ありがとうございます。

平岩義明君
結婚３２年の祝いの花、 ありがとうございます。

竹本慶三君
昨日の｢キラキラパーティー」 ご参加ありがとうございました。

田端茂君　
昨夜の準備をしていただいた皆様ありがとうございました。 本

日は所用で早退します。

野村和義君
昨日のキラキラパーティーでは大変お世話になりました。 独

身の私にとっては、 久し振りの家庭の味というものを満喫させ

ていただきました。 ありがとうございました。

八重野一洋君
皆さん、 こんにちは。 昨夜のキラキラパーティーにご参加の

方、大変お世話になりました。 今回 「広島の牡蠣はないの？」

と多数お問い合わせをいただきましたが、 今回は若手会の

本日の合計　　　　   13,000 円

本年度の累計　　　516,000 円

 《 今夏の需要実績と需要見通し及び
　　　　　　原子力の安全対策について  》

　佐世保中央ロータリークラブのみなさ

ま， 平素は弊社の事業運営に格別のご

高配を賜り厚くお礼申し上げます。 また，

みなさまには日頃から節電にご協力いた

だきまして誠にありがとうございます。 早

速ですが本題に入らせていただきます。

１． 今夏の需給実績について

　　一昨年夏 （猛暑） の最大電力の発生は 2010 年 8 月 20 日

に 1,750 万ｋｗでその時点の供給力は原子力５基が稼動してお

り 1,895 万ｋｗでした。 その差 145 万ｋｗ（予備率 8.3％） が予

備力であった。 この実績から今夏は昨年並みの節電▲120 万

ｋｗ（アンケート結果より） を織り込んで 1,634 万ｋｗの見通しを

立てました。 一方， 供給力については原子力全基停止および

廃止火力発電所 （苅田新 2 号） の運転再開， 他電力からの

応援融通などを織り込んでも 1,560 万ｋｗであり▲75 万ｋｗ（予

備率▲4.6％） の供給力不足となり計画停電等の準備を行いま

した。

　節電についてお客さまへ一昨年より１０％のお願いをしてまい

りましたが結果は▲229 万ｋｗの減少であり， 内訳として気温の

影響で▲60 万ｋｗ， 節電で▲170 万ｋｗ（▲10％） の効果があ

りました。 節電期間の 7 月 2 日～ 9 月 7 日までの用途別節電

効果は家庭用▲12％， 業務用▲10％， 産業用▲7％程度で

ありました。

　

　他電力 （中部， 中国電力他） からの応援融通は 23 万～ 45

万ｋｗの計画値に対し最大 130 万ｋｗの実績であり， また電力

市場からの調達は 56 万ｋｗの実績でありました。 このような状

況から今夏は比較的安定した電力供給を行うことが出来まし

た。 ご協力ありがとうございました。

忘年会で使用する予定でしたので、 提供できませんでした。 ご

めんなさい。 若手会メンバーではありませんが、 池永さん、

かっちぇてあげます。

池永隆司君

今帰ってきている孫のパパが宅建の試験に合格したので、

ニコニコします。 　

南部 建中央会幹事 
　１２月２３日 （日） 開催の第１０６回中央会の参加者が少な

いので、 多数の参加を宜しくお願いいたします。 　

■  ゲスト卓話 ■

（株）九州電力佐世保営業所 
　　　　　所長　田平 孝様
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ＳＡＡ：牟田憲市君

次回例会／１２月１３日１８：３０～

於／ハウステンボス　デハール

２．今冬における節電へのご協力のお願いについて
　今冬の需給見通しについては 1 月断面で供給力 1,589 万ｋｗ

に対し需要は 1,537 万ｋｗであり安定供給に必要な予備率

3.4％を確保できる見通しであります。

　今冬のお願いといたしまして、 生活 ・ 健康や経済活動に支

障のない範囲で節電のご協力をお願いいたします。 期間は 12

月 3 日 （月） から翌年 3 月 29 日 （金） までの平日 8 時から 21

時までで年末年始の 12 月 31 日 （月） から 1 月 4 日 （金） は

除きます。 特に冬季は暖房の使用量が多くなる午前 8 時～ 11

時と照明や家庭用需要が多くなる夕方 17 時～ 20 時頃は需要

のピークが発生しますので重点的な節電へのご協力をお願い

します。

　気温と需要変化量の関係は冬期は 20 万 kw/℃、 夏場は 40

～ 50 万 kw/℃程度であります。 具体的な節電例については

資料をご参照ください。

３．原子力発電の安全性について
＜原子力の必要性＞

　 ・ 日本のエネルギー自給率４％， 地球環境問題 （温暖化、　

　　 低炭素社会）、 電力の安定供給面等から是非必要と考え　

　　 ています。

＜原子力の安全性＞

　 ・ 福島第一原子力発電所事故の原因は①地震、 津波で全

　　 ての電源を失い②原子炉の冷却機能を失い③また、 使

　　 用済燃料貯蔵プールの冷却機能を失い④水素爆発により

　　 原子炉建屋が損壊し放射性物質を閉じ込める機能を失っ 

　　 たことであります。

　 ・ 当社の原子力発電所は玄海と川内の 2 箇所にあり、 福島  

　　 第一との違いは地震については玄海、 川内とも九州の西岸

　　 に立地し， ユーラシアプレート上にあり， またプレー ト境界 

　　 も無くまた敷地内には活断層もない状況であります。

　 ・ 津波についても朝鮮半島まで水深数百メートル （大陸棚）

　　 で津波は小さく、 発電所の敷地高さも玄海が１１ｍ、 川内

　　 が１３ｍで大きな津波の襲来は考えにくい状況であります。

　 ・ 使用済み燃料プールは地上面 （ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾚﾍﾞﾙ） にあり水の

　　 補給が容易であります。

　 ・ 水素爆発についても原子炉格納容器の体積が大きいことか

　　 ら爆発を起す濃度 （13％） になりにくいものであります。

＜主な緊急安全対策について＞

　 ・ 電源の確保ということで、 高圧移動用発電機を設置、 また

　　 送電鉄塔について地震により基礎が崩壊するような箇所が

　　 ないことを検証しました。

　 ・ 津波による主要機器の浸水防止対策として扉を水密扉へ

　　 変更しました。

　 ・ 冷却水を送るポンプの確保および冷却を長期間行える冷

　　 却水を確保しました。

＜更なる主な安全性向上対策について＞

　 ・Ｈ26 年度までに海水ポンプ等の防水対策， 海水ポンプの 

　 予備品確保および水タンクの補強を実施することとしていま　

　  す。

　 ・Ｈ27 年度目途に免震重要棟を設置しＨ28 年度目途に格納

　　容器フィルター付ベント装置を設置中であります。

　　安全対策についてみなさまの更なるご理解をよろしくお願い

　　いたします。

４．電気料金値上げ申請について
　このたび、 大変厳しい経営状況を踏まえ， お客さまに対して

電気料金の値上げをお願いすることといたしました。 福島第一

原子力発電所の事故を契機に、 弊社が保有する原子力発電

所６基は全て停止し、 昨年以降、 非常に厳しい電力の需給状

況が続いております。

　これに対して、 火力発電の焚きましや他社からの電力購入な

どにより、 安定供給の確保に最大限取り組んでまいりましたが、

これに伴い、 燃料費や購入電力料が大幅に増加し財務状況

が急速に悪化しております。 このため、 1,500 億円規模の緊急

経営対策など可能な限りの経営合理化を推進してまいりました

が、 平成 24 年度の経営収支は、 昨年度を大幅に上回る

3,700 億円程度の赤字となる見通しです。 苦渋の決断ではあり

ますが、 経営合理化の徹底を前提に、 規制部門における電

気料金を平成 25 年 4 月から平均 8.51％の値上げを経済産業

大臣に申請するとともに、 自由化部門におきましても同時期か

ら平均 14.22％の値上げをお願いすることと致しました。 お客さ

まにご負担を強いることとなり、 大変心苦しく存じますが、 何と

ぞ事情ご賢察の上、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
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