
  
     宮原和広会長 
 
 昨日は、人吉・球磨では

今年初めての積雪となりま

したが、秋田・青森の日本

海側を中心とした大雪で大

きな被害が発生していま

す。被害に遭われた方々に

お見舞い申し上げます。 

 本日は節分の日。子供の頃、画用紙で作った

鬼の面をかぶり、「鬼は外 福は内」と豆まき

をしてはしゃいだことが思い出されます。煎っ

た豆をまき、自分の歳の数だけ食べると、その

年は病気にならずに長生きすると聞かされたも

のでした。そもそも節分とは季節の移り変わる

時の意味で、立春、立夏、立秋、立冬の前日と

されています。現在では特に立春が１年の初め

と考えられることから、次第に「節分」といえ

ば立春の節分をさすようになったようです。 

 暦の上では明日が立春ですが、これから三寒

四温の繰返しで暖かさに向かっていくと思いま

す。インフルエンザが流行していますので身体

には十分気をつけてお過ごし下さい。 

 ２月１日、「人吉球磨はひなまつり」が開幕

し、２ヶ月にわたって各所で繰り広げられま

す。皆様もぜひ一度ご覧になってはいかがで

しょうか。 

 ２月は世界理解推進月間となっています。

ロータリーの創始者であるポール・ハリスが３

人の友人と最初に会合をもった1905年２月23日
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毎 週 金 曜 日 会報編集 川越公弘委員 

が「世界理解と平和の日）となり、今日の月間

へとつながっています。 

 世界平和を願うのは人類共通の課題だと思い

ますが、現実には世界各地で思想の違い等で争

いが絶えないのが現状です。ガンジーの言葉に

「（目には目）という考え方では世界中の目を

つぶしてしまうことになる」があります。同じ

ように「目には目、歯には歯」という日本の諺

もありますように、互いに対抗意識感があれば

纏まるものも纏まりません。理解があってこそ

良い方向に改善されていくものではないでしょ

うか。 

 人吉ロータリークラブは５大奉仕部門の第４

部門の国際奉仕に於いて、米山奨学生や青尐年

交流を通して国際理解に努めています。そし

て、韓国慶山ロータリークラブ、台北稻江ＲＣ

と姉妹クラブとして友好を深めており、世界平

和という大きなテーマには直結しないかもしれ

ませんが、諸先輩たちが築いてこられた国際間

の友好と理解を引き継いでいます。 

 今月の19日、台北に於いて稻江ロータリーク

ラブと第３次姉妹調印締結が執り行われます。 

 振り返りますと、1990年４月20日、台北稻江

ＲＣ陳徳宗会長と人吉ＲＣ高嶋康二会長の年度

に人吉に於いて友好クラブの調印締結が行われ

ました。その後、両クラブの交流が益々深ま

り、2002年２月25日に陳茂雄会長と尾方芳樹会

長の年度に台北に於いて姉妹クラブの調印締結

が行われ、現在も国際的友好関係にあります。 

 これからも、両クラブ間で互いの親睦を深め

て国際奉仕活動への理解を高め、ロータリー発

展に最善を尽くしたいと思います。 

 

  
   馴田信治幹事 

【連絡事項】 

①2720地区本田ガバナーより 

・クラブ研修リーダー育成セミナー出欠状況と 

 登録料のお知らせ 

  ２月 世界理解月間 

 

点 鐘            宮原和広会長 
 
歌 唱       ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 馬場貞至SAA委員長 

            国 歌  「君が代」 

             Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 
 
司会・進行  渡辺洋文プログラム委員 
 



・中川貴夫会員へ『次年度2720地区会員増強拡大 

 委員会委員長』委嘱状が届いております。 

②ひとよし春風マラソン実行委員会より 

 ・第２回実行委員会開催案内 

  日時.場所：2/6（金）10時～ 市役所 

 ・お楽しみ抽選会賞品提供のお願い 

 ・歓迎レセプション開催案内 

  日時.場所：2/18(土)18:30～ あゆの里 

③ロータリー日本財団と米山記念奨学会より 

 確定申告用領収証が届いておりますので寄付を 

 されました方へお渡しします。 

④赤山ガバナーノミニーより中島ガバナー補佐、 

 宮原会長、山賀会長エレクト、渡辺会長ノミ 

 ニーへ2013-14年度の準備打合せ会の案内が来 

 ております。 

  日 時：2/24（金）18時～ 

  場 所：人吉旅館 会費４千円 

     議題：地区副幹事について 

        ペッツ・地区協議会について 

        地区大会について 

⑤肥後大津ＲＣ創立４０周年記念式典案内 

  日 時：平成24年3月31日（土）14:00～ 

  場 所：大津町文化ホール 

【２月３日定例理事会報告事項】 

○人吉市制施行70周年に伴う人吉新聞への 

 広告掲載 →承認 

【例会取止め】 

 熊本单RC2/13→クラブ定款に基づく休会  

【回覧】 

 財）米山記念奨学会月刊ﾊｲﾗｲﾄよねやま142号 

 健康保険人吉総合病院広報誌「翔」１月号 

 人吉中央ＲＣ、玉名ＲＣ会報  

【配布物】 

 ガバナー月信２月号 

 人吉ＲＣ会報2688回・2689回  

 本日の卓話資料（九州電力㈱） 

 

～中島博之ガバナー補佐より～ 

地区大会3/10(土)クラブ間交流懇親会について 

 

 

   岩井和彦委員長 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

【国際奉仕委員会】      山田仁法委員長 

台北稻江ＲＣに贈る調印記念品について説明 

 

【ローターアクト委員会】    武末憲一委員 

 本日19時30分よりひまわり亭にて人吉ＲＡＣ第

１例会を行います。出席されます方は例会終了ま

でにアクト委員会まで連絡下さい。 

 

【親睦委員会】        戸高克彦委員長 

      

【プログラム委員会】 

   

    新入会員卓話               

                片岡忠雄会員 

   [2011年8月5日入会 職業分類；電力供給] 
 

 本日は、新入会員卓話とし

て、お時間をいただきました

ので、しばらくの時間お付き

合いいただきますようお願い

いたします。 

 皆さま方のご承認いただ

き、昨年の７月27日（水）にご推薦いただきまし

た延岡環境保全委員長同席のもと、高山ロータ

リー情報委員長から数時間におよぶオリエンテー

ションを受け、８月５日（金）通算2669回例会に

おいて「人吉ロータリークラブ」に入会させてい

ただきました。それから早６か月が経過しました

が、引き続き、皆さま方からご指導をいただきな

がら、伝統ある人吉ロータリークラブの一員とし

て活動して参りますので、よろしくお願い申し上

げます。 

＊届け出欠席  

 北・有馬・青木・尾上・中川・友永・平田・葉山 

 本田・高山・牛島・外山 

＊出席免除会員 

 (a) 石蔵, 齊藤 (b) 増田，愛甲康，山本 

＊メークアップ 

 人吉RAC例会；中川 人吉中央RC；立山  

本日の出席率 

会  員  数   67名   78.13% 

出 席 免 除 5名 1 / 20例会出席率  82.81％ 

欠 席 者 数 12名 補  填  数 2名 

出 席 者 数 50名 修 正 出 席 率 85.94％ 

２月の誕生祝い２月の誕生祝い    

岩本泰典 会員  ２日 山本瑤子 会員  ４日 

伊久美寛志会員 ５日 山賀勝彦 会員  ７日 

山口令二 会員 16日  

                        

  

  

  

  

          

    

          ２月の結婚記念祝い２月の結婚記念祝い 

大久保勝人会員 １日 岩本泰典 会員  2日 

石蔵美佐子会員 ２日 漆野智康 会員  ７日 

武末憲一 会員 27日  



 ８月５日入会式の場でも自己紹介をさせてい

ただきましたが、私は、昭和32年４月26日生ま

れの54歳、出身地は天草市河浦町でございま

す。家族構成は、専業主婦の妻と大学在学中の

子供二人の４人家族です。自宅を熊本市長嶺单

に構えておりますが、現在、北泉田町のアパー

トに卖身赴任中でございます。 

 昭和51年地元の高校を卒業し、幸運なことに

九州電力株式会社に採用していただき、現在勤

続35年目となりました。 

 異動暦はとしましては、最初の赴任地であり

ます天草営業所、S53.4牛深営業所、S57.8苓北

調査所、S61.8矢部営業所、H2.8熊本支店総務

課、H6.7宮崎営業所、H7.7宮崎支店総務課、

H10.7熊本支店人事労務グループ、H13.7天草営

業所、H15.7光洋電器工業株式会社出向、H18.7

熊本支店人事労務グループ、H21.7熊本西営業

所、そして昨年７月１日付で13箇所目の事業所

となります人吉営業所に赴任してまいりまし

た。 

 また、これまでの仕事としましては、入社か

ら６年程度検針や集金などの営業関係業務、そ

の後４年間苓北発電所建設に向けた用地交渉等

の業務に従事し、以降は総務及び人事労務関係

の業務を中心に担当してきました。これまでを

振り返って見ますと、熊本支店社屋（現熊本支

社）移転、オーム真理教波野村進出時の電気供

給義務違反裁判、グループ会社への中堅出向、

人事関係等誰もが経験できない業務や出来事に

携われたことは、その当時大変苦労しました

が、今日の自分自身にとって非常に有意義で貴

重な経験をさせてもらったと思っております。 

 人吉での勤務は初めてでございます。皆さま

方にはこれからも何かとお世話になることと思

いますが、公私共にどうぞよろしくお願いいた

します。 

 以上、簡卖ではございますが自己紹介とさせ

ていただきます。 

 

 さて、本日は、当社の現状について尐しお話

をさせていただきたいと思います。 

はじめに、当社の概要について簡卖に紹介させ

ていただきますと、当社は、昭和26年５月１日

に設立し、昨年５月に創立60周年を迎えること

ができました。これもひとえに皆さま方のご理

解とご協力によるものであり、心から感謝申し

上げます。 

 平成23年３月末現在、資本金2,373億円、株主

数185,010人、従業員数12,689名となっておりま

す。 

 また、供給設備としては、水力発電所139箇所

（327.9万ｋＷ）、気力発電所10箇所（1,118万

ｋＷ）、内燃力発電所34箇所（39.5万ｋＷ）、

原子力発電所２箇所（525.8万ｋＷ）、風力発電

所２箇所（0.3万ｋＷ）、太陽光発電所１箇所

（0.3万ｋＷ）、地熱発電所６箇所（21.2万ｋ

Ｗ）、自社設備合計194箇所（2,033.0万ｋＷ）

を保有しております。 

 その中で、熊本支社管内には苓北発電所（140

万ｋＷ）、大平発電所（揚水50万ｋＷ）、球磨

川水系に９つの水力発電所（最大出力60,860ｋ

Ｗ）がございます。 

 次に、需給状況について説明させていただき

ます。 

 昨年の夏場については、９月１日に時間最大

電力1,544万ｋＷを記録しましたが、前年と比較

し大幅に低減されました。 

 主な要因としては、７月下旬から９月中旬に

かけて気温が低く推移したことにより約80万ｋ

Ｗ、そして皆さま方の節電・省電のご協力に

よって約110万ｋＷの効果があったと分析されて

おります。 

 また、今冬においても当社原子力発電6機全て

が停止し、電力需給は夏場以上に厳しい状況が

予想されたことから、12月から３月までの期間

生活や事業活動に支障のない範囲で節電を、そ

して、特に12月26日から２月３日までの平日８

時から21時までの時間帯については、昨年ベー

スで５％以上の節電についてお願いしてまいり

ました。 

 これまでの最大電力需要実績を見ますと、昨

年よりも90万ｋＷ程度（約６％程度）低く推移

している現状にあります。 

 しかしながら、昨日（２月２日18時～19時）

時間最大電力1,538万ｋＷを記録し、これまでの

冬季時間最大電力（Ｈ22年１月13日（水）18時

～19時：1,536万ｋＷ）を２万ｋＷ更新し、過去

最大となりました。 

 また、本日３時55分から４時19分にかけて、

新大分発電所（定格出力合計：229.5万ｋＷ）が

燃料供給設備のトラブルにより順次緊急停止し

ました。そのため、他電力会社からの応援融通

受電や緊急時の需要調整を予め契約しているお

客さまに対し需要抑制を要請するなどの対策を

講じたところでありますが、その後、順次運転

を再開している状況にあります。 

本日も予想最大電力1,470万ｋＷ（18時～19

時）、ピーク時供給力1,519万ｋＷ、使用率97％

と非常に厳しい状況となっております。 

 ５％以上の節電目標につきましては本日（２

月３日）をもって終了しますが、これからも寒

波による電力需要の増加や発電設備のトラブル

による需給逼迫等も考えられ、皆さま方には、

夏場に引続き今冬についてもご不便とご迷惑を

おかけし誠に申し訳ありませんが、今後も生活

や事業活動に支障のない範囲で節電にご理解と

ご協力をいただきますようお願いいたします。 

 次に、１月30日社長の定例記者会見が行われ

ておりますので、３項目について簡卖にご紹介

します。 

 １点目は、第３四半期決算（連結ベース）に

ついてでございます。 



 収入面では、販売電力量の減尐はありました

が、燃料費調整の影響などにより料金卖価が上

昇したことなどから、売上高は前年同四半期に

比べ1.2％増、経常収益も1.5％増となりまし

た。 

 一方、支出面では、原子力発電所の運転再開

延期の影響や燃料価格の上昇などにより、火力

燃料費や購入電力料が増加したことなどから、

経常費用は18.9％増となりました。 

 以上により、経常収益は1,063億円の損失、純

損益は905億円の損失となりました。 

なお、通期の業績予想については、需要の見通

し、原子力を巡る情勢が不透明な中での供給力

の見通しが困難であることから未定となってお

ります。 

 また、期末の配当につきましては、安定配当

の方針並びに収支や財務の状況など総合的に勘

案し、１株につき20円とする予定となっており

ます。 

 ２点目は、この厳しい経営状況を踏まえ、今

年２月から当面の間、役員報酬を取締役20％、

上席執行役員15％、執行役員15％減額すること

が決定されました。 

 ３点目は、今年度中に廃止する予定にしてお

りました苅田発電所新２号機37.5万ｋＷを供給

力確保の観点から、今年６月の営業運転再開に

向けて復旧工事に着工しております。また、豊

前発電所構内にディーゼル発電機1,200kＷ３台

を設置することも決定し、営業運転開始は、Ｈ

24年７月目途となっております。 

最後に、冒頭申し上げましたとおり当社は、昨

年60年目を迎えました。平成19年４月１日には

「ずっと先まで、明るくしたい。」をブランド

メッセージとする「九州電力の思い」を制定

し、その実現向けて取り組んで参りましたが、

その節目の年にこれまで築き挙げてきたお客さ

まの信頼を失墜する結果となったことは非常に

残念でなりません。 

 本日は、経済産業省主催の県民説明番組への

意見投稿呼びかけに関する事実関係と今後の再

発防止策、福島第一原子力発電所事故を踏まえ

た安全対策について、「九州電力ＣＳＲ報告書

2011」から抜粋したリーフレットをお配りして

おります。特に、意見投稿問題に関しまして

は、第三者委員会の提言も踏まえ、全社をあげ

て再発防止策や地域社会との信頼回復に向け、

具体的には企業活動の透明化、マネジメント機

能や組織風土の改善、コンプライアンス経営の

再構築に関する施策に取り組んでいくこととし

ております。 

 是非、ご覧いただき、そして、ご意見やお問

い合わせ等ございましたら、何なりと申し出い

ただきますようお願いします。 

 このように当社を取り巻く経営環境は非常に

厳しい状況にありますが、当営業所としまして

は、お客さまに安定した電気をお届けすること

を使命として、これからも社員一丸となって迅

速・的確に、そして誠実に業務に取り組んで参

りますので、ご理解とご協力をいただきますよ

うお願い申し上げまして、私の卓話とさせてい

ただきます。 

 最後までご清聴いただきまして、誠にありが

とうございました。 

  

【ニコニコ箱委員会】     丸尾孜委員 

・延岡研一会員 片岡様、卓話ありがとうござ 

 いました。ちなみに人吉ＲＣ50周年事業で場 

 内歴史資料館横に設置した「日本百名城 人吉 

 城址」の案内陶板は光洋電器で作成してもら 

 いました。             2,000 

・井手富浩会員 片岡忠雄会員(所長)新入会員 

 卓話ありがとうございました。前任の田上所 

 長がガバナー月信の新入会員の紹介（玉名Ｒ 

 Ｃ）に載っていました。       1,000 

・山口令二会員 誕生祝いありがとうございま 

 す。金婚の祝いまでして頂き、重ねてお礼申 

 し上げます。            2,000 

・伊久美寛志会員 誕生祝いありがとうござい 

 ました。家内も同月同日です。宮原会長に 

 「家内のお祝いも」と云って頂いたのです 

 が、取り返されました。スマイル２人分いた 

 します。              2,000 

・山賀勝彦会員 誕生祝いありがとうございま 

 した。昨年古稀のお祝いをして頂きました 

 が、今月でやっと本格的な仲間入りが出来ま 

 した。               2,000 

・丸尾孜会員 片岡様の卓話で九州電力の詳し 

 い電力について話をして頂き、有難うござい 

 ました。              2,000 

・大久保勝人会員 すっかり忘れていました。 

 結婚祝い有難うございます。     2,000 

・岩本泰典会員 誕生祝、結婚祝、ありがとう 

 ございましたろう。         2,000 

・宮原和広会長 片岡会員、卓話ありがとうご 

 ざいました。            1,000 

 ニコニコ･ごめんねカード2/3 合計16,000 

 

【Ｒ財団カード】      和田栄司委員長 

・武末憲一会員 結婚記念、節分の日記念とし 

 て。                ＄100 

・伊久美寛志会員 誕生祝ありがとうございま 

 す。小林一茶の気持ちが身にしみて理解出来 

 ます。               ＄100 

・山口令二会員 新年会のときに金婚のお祝い 

 頂き、ありがとうございます。誕生祝い合わ 

 せて寄付します。         10000円 

 

 

 

     点 鐘  宮原和広会長 

 

 


