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     会長 渡辺洋文 
 

 本日は３月の最終例会ですが、今年度も残り３ヶ

月と言う事で、秒読みに入ってきたのかなと、嬉し

いような、嬉しいような複雑な思いがしています。 

 次年度ＰＥＴＳも終わり、４月６日（日曜）には

地区研修･協議会が大分で開催されます。次年度のス

タートも秒読みに入ってきたのではないでしょう

か。しっかり勉強して、準備をされておかれたらい

いと思います。 

 地区大会も無事終わり、会員の皆様にはご協力頂

きありがとうございました。奥様方にもよろしくお

伝え下さい。 

 本日は人吉中央ロータリークラブより、岡本地区

幹事・下鳥会長・田中幹事がお見えですが、ホスト

クラブとして地区大会は大変お疲れ様でした。特に

岡本地区幹事におかれましては、大変だった事とお

察しいたします。最後まで大勢の皆様に残って頂

き、大変いい大会だったと思います。気が抜けて、

抜け殻みたいに成らないようにお気を付け下さい。 

 先週２１日金曜日には、ローターアクトの桝田君

の結婚式が平安閣で開催されましたので出席して参

りました。ローターアクト同士の結婚は随分久しぶ

りではないかと思いますが、会長として大変嬉しく

思います。末永く幸せな家庭を築いて頂きたいと思

います。 

 先週２２日の土曜日、中津ロータリークラブの60周

年に、伊久美会員･中島会員･中川会員･延岡会員・井手

幹事の６名で出席して参りました。 

 田中作治ＲＩ直前会長の講演が有りましたが、実際

に見ると、親しみやすいお茶目なおじさんという感じ

でした。でも、相当勉強されてるんだろうなと思いま

す。赤山ガバナーと並んで座られていたので、お茶目

なおじさんが並んでる光景は、なかなかほほえまし

かったです。 

 ロータリーとは関係有りませんが、マイクロソフト

製品のWindows XPが2014年4月9日(日本時間) で、サ

ポートが終了いたします。Windows XPをサポート終了

後もご利用になりますとセキュリーティー関連で危険

な状態になる可能性が有りますのでお気を付け下さ

い。そんなに神経質に成る事も無いとは思いますが、

一度確認してみて下さい。詳しい情報はURLを書いてお

きますのでご覧ください。 

https://www.ipa.go.jp/security/announce/

winxp_eos.html 

 本日はプログラムが大変詰まっていますので、原稿

を用意していたのですが、次週に回させて頂き、これ

で本日の会長の時間を終わります。 

 

 

    幹事 井手富浩 
 

 【3/28持ち回り理事会承認事項】         

①田中信也会員より人事異動の為、退会届が提出され 

 ました。(3/28付）→承認 

 （次期支店長も交代会員として入会予定） 

②高山征治会員より体調不良により、出席免除（休 

 会）の申出がありました。→承認  

【理事会報告事項】           

①新入会員候補者が、会員増強委員会、職業分類委員 

 会、会員選考委員会より、入会審査認可の報告があ 

 りましたので、会員全員へ入会可否の葉書を送付し 

 ます。 

【連絡事項】     

①地区大会における当クラブ会員（赤池会員、伊久美 

 会員、釜田会員、増田会員、中川会員）への表彰状 

 が届いております。後程、会長より表彰状伝達式を 

 行います。  

②西島パストバガナーより地区大会開催時、当クラブ 

通  算  2 7 9 0回 

2 0 1 4 年 3月 2 8日 

第 34 回 例 会 

毎 週 金 曜 日 
会報編集 板井英朗副委員長 



 へ地区大会の成功及び週報の御礼として、ニコニ 

 コを頂きました。パストバガナーは、現在、本年1 

 月より大分東ＲＣへ入会されております。  

③国際ロータリーのロータリー財団より昨年度寄付 

 額（＄100/人）達成に対する感謝の御礼として、 

 2012～2013年度クラブバナーが届いております。 

④田中人吉市長より、当クラブ及びローターアクト 

 クラブへ「クリーン人吉運動早朝清掃」の実地並 

 びに協力についての御願いが届いております。日 

 時 5/5（月）6：00～7：00まで。環境保全委員長 

 及びローターアクト委員長へお渡しします。  

⑤宇土ＲＣより例会場変更の案内が届いておりま 

 す。現在のショッピングセンターピュア2Ｆから熊 

 本信用金庫宇土支店2Ｆへ変更されます。  

⑥天草中央ＲＣ30周年及び宇城ＲＣ10周年への登録 

 締切が本日までとなっております。最終確認をさ 

 せて頂きます。   

⑦２月に実施しました、川上哲治氏「私の野球人 

 生」講話録の郡市学校（教育委員会）等への配布 

 にご協力御願いします。 

⑧ガバナー事務局より4月分ロータリーレートは、 

 1＄102円となります。   

【回覧物】       

①公益財団法人米山梅吉記念館官報（2014春号）

【例会変更・取止め】     

①熊本北、熊本江南、熊本西南、熊本西、熊本中央 

 八代東、八代南、各ＲＣより例会変更及び取止め 

 の案内が届いております。案内多数の為、掲示板 

 にて確認願います。 

  

【来訪者挨拶】     人吉中央ＲＣ 

  地区幹事 岡本光雄 様 

    会長  下鳥伸一 様 

     幹事  田中幸博 様 

  

  まず初めに、大会全員登

録をして頂きましたことにお礼を申し上げます。赤

山ガバナーの年度方針に従いまして、地区地区大会

は地域の活性化のため、地域が元気になるよう配慮

のもと、目いっぱいのプログラムを実行させて頂き

ました。従いまして皆様方にも時間的なご負担をお

掛けしましたことをお詫び申し上げます。当日の受

付、会場案内、韓国送迎、友愛広場のおもてなし、

交流会の準備、当日の段取り、翌日の振る舞い等、

人吉ロータリークラブの皆様の力を借りなければ成

し得なかった大会でございます。私ども深く感謝を

申し上げております。 

 また、第６グループの結束の強さを感じた大会で

もございます。あと３ヶ月、ガバナー年度続きます

ので、最後までどうぞご支援を宜しくお願い申し上

げます。 

  

【地区大会表彰状伝達、各種表彰】 

○ロータリー財団「あなたも毎年100ドルを」 

  人吉ロータリークラブ 

○永年在籍者特別表彰（在籍45年以上） 

  増田 力会員 

○2012-2013年度地区役員表彰 

  会員増強・拡大部門部門長 中川貴夫会員 

○出席高齢者会員（80歳以上） 

  赤池利光会員、伊久美寛志会員、釜田元嘉会員 

○マルチプル･ポール･ハリス･フェロー 

 第３回 伊久美寛志会員 

 第２回 友永和宏会員 

 第１回 外山博之会員 

○新ポールハリスフェロー 

  渡辺洋文会員、葉山稔洋会員、山賀勝彦会員   

○米山功労者マルチプル 

 第２回 伊久美寛志会員、友永和宏会員 

○米山功労者 

  中川貴夫会員、宮原和広会員 

 

【退会あいさつ】        田中信也会員 

     （熊本銀行人吉支店長） 

 ４月１日付けの人事異動で本店人

事部に異動になり、本日で退会する

こととなりました。私、２年前の４

月27日に入会をさせていただきまし

た。今日のような温かな春の日で、緊張と食事の鍋

のせいでたいへん暑くて汗をかいたのを思い出しま

す。とても有意義な２年間でした。クラブの皆様方

と知り合いになれたことが私の一番の財産になった

と思います。有難うございました。機会をつくって

人吉に出てきたいと思っていますので、変わらぬお

付き合いのほどお願い申し上げます。 

 人吉ロータリークラブの益々のご発展と皆様のご

健勝を祈念致しまして、私の退会挨拶とさせていた

だきます。お世話になりました。 

  

    委員 浅野 強 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ローターアクト委員会】  安達玄一委員長 

    人吉ローターアクトクラブ 

    ３月 第２例会 のご案内 

  日時； ３月２８日（金）１９時３０分～ 

  例会； 立山商店 茶の蔵 

  内容； 球磨拳例会 
 
 負けたら焼酎を飲まないといけないのですが、 

飲むと酔うので、ますますじゃんけんに勝てなくなる 

のです！もちろん焼酎もご用意する予定でありま 

す！ みなさまのＭＵをお待ちしております！  

           人吉RAC幹事 米良君より－ 

本日の出席率 

会   員   数   64名    85.0% 

出 席 免 除  4名 3 / 1 4 出席率 85.48％ 

欠 席 者 数  9名 補  填  数 9名 

出 席 者 数  51名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席 有村・川越・山口・中村・延岡・戸高・尾方 

       漆野・外山 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ  

 地区大会；岩井・岩本・釜田・片岡・川越・北・小林清 

      小林祐・丸尾 



【環境保全委員会】      

      

             外  部  卓  話 
 

                   九州電力株式会社 

    人吉営業所長 片岡忠雄 

 皆さん こんにちは。九州電力

㈱人吉営業所の片岡でございま

す。 日頃から当社の事業運営にご

理解とご協力をいただいており、

感謝申し上げます。 

  また、本日は、人吉ロータリー

クラブの例会にお招きいただきありがとうございま

す。 

 さて、本日は、お手元に配布しております「2013

九州電力環境アクションレポートダイジェスト」の

資料に沿って、九州電力の環境活動の取組みについ

てお話させていただきます。 

 早速ですが１ページをご覧下さい。 

 当社は、1951年5月1日創立以来、「電力を安定し

てお客さまにお届けすることを通じて、お客さまの

生活や地域社会に貢献する」という使命感をもっ

て、さまざまな事業活動に取り組んできました。こ

の使命を達成するために当社は戦後の復興から始ま

り、経済成長に伴う電力需要の拡大、オイルショッ

ク、高度情報化の進展、電力自由化など時代の大き

な変化に対応し、挑戦しつづけてきました。 

 そして、これまで大切にしてきたものは大切な資

産として守りつづけ、新しい時代において変えるべ

きところは変えていくことをスタンスとして議論を

重ね、1ページ左側中央に記載しておりますブランド

メッセージである「九州電力の思い」を制定しまし

た。 

 この「九州電力の思い」では、当社がこれからの

時代の変化の中でも変わることなく電力・エネル

ギーを安定してお届けする、そしてお客さまの快適

で環境にやさしい毎日に貢献していくことを約束し

たものです。 

 「ずっと先まで、明るくしたい。」というメッ

セージには、お客さまの生活や社会を明るくすると

ともに、当社自身が明るい会社になるという思いを

込めています。 

 また、「快適で、そして環境にやさしい」という

言葉には、「快適な毎日を楽しみながら、その毎日

がよりよい地球環境につながっている、地球環境に

よいことが人間の豊かさや快適さにつながってい

る、そういう持続可能な社会への貢献をしていきた

い」という思いを込めています。 

 2ページ右側上段には、事業活動に伴い環境負荷を

発生させている企業グループとして、持続可能な社

会の実現を目指して、グローバルな視点で事業活動

と地球環境の保全や地域環境との共生に向けた取組

みを九州電力グループ一体となって進めていること

を記載しております。 

 そして、1ページから2ページ下段に当社の事業活

動と環境負荷の状況について記載しております。  

 具体的には、現在、原子力による発電はゼロです

が石炭、石油、LNG等の化石燃料や水力によって電気

をつくり、お客さまへお届けする事業活動の中で二

酸 化 炭 素、窒 素 酸 化

物、硫黄酸化物などの

温室効果ガスや大気汚

染物質を排出しており

ます。これらの環境負

荷を少しでも低減させ

る た め の 取 組 み を 3

ページから4ページに記載しておりますのでご覧下

さい。電気をつくるところでは、再生可能エネル

ギーの開発・導入や火力発電所の熱効率を高めるた

めのコンバインドサイクル発電導入（ガスタービン

と蒸気タービンを組み合わせた複合発電）などが一

例ですが、安全の確保を前提とした原子力発電も安

定供給、環境負荷低減、経済性には有効なものであ

ることを是非ご理解いただきたいと思います。 

 また、電気を使う側においても、オフィス電力使

用量の削減に向け空調温度の調整、照明器具の間引

き、不使用機器のコンセントからプラグを抜くなど

徹底した取組みを行っています。その結果、2010年

度と比較して2012年度は全社で約28％、人吉営業所

においても約30％の使用量を削減しております。来

所の際暗かったり、寒かったり、暑かったり感じら

れることもあるかと思いますが、厳しい需給状況に

ありご理解いただきますようお願いします。 

 なお、今冬につきましても皆さまのご協力により

何とか需給逼迫を回避することができました。改め

てお礼申し上げます。 

 そのほかにも、車両燃費使用率、上水使用量、コ

ピー用紙購入量、古紙回収率などの項目ごとに数値

目標を定め環境活動に取り組んでおります。 

 資料05ページから06ページは、再生可能エネル

ギーについて紹介しています。特に、九州は恵まれ

た自然環境にあり、地熱発電は全国の約40％、太陽

光発電は約20％、風力発電は15％と再生可能エネル

ギーの導入が進んでいます。当社としましては、国

産エネルギーの有効活用、地球温暖化対策として優

れていることから、積極的に開発、導入を進めてい

るところです。 

 2012年7月に固定価格買取制度が開始され、太陽

光発電の連系申込みが急増している現状にありま

す。このため太陽光と風力については、2020年度の

導入量を300万ｋｗから700万ｋｗへ拡大したところ

です。 

 しかし、5ページに記載のとおり、設備の価格が

高い、自然条件に左右され利用率が低いなどの課題

もあることはご理解いただきたいと思います。 

 06ページに具体的な再生可能エネルギーの開発状

況を紹介しておりますのでご覧下さい。 

 07ページから08ページは発電所における環境保全

対策、循環型社会形成への取組みなどを紹介してお

ります。特に、火力発電所から排出される硫黄酸化

物と窒素酸化物の排出量を低減する技術は、グラフ

にありますように世界でもトップクラスにありま

す。 

 09ページから10ページをご覧下さい。ここでは、

地域に根ざした取組みを紹介しています。 

 エコ・マザー活動は、次世代層への環境教育支援

と保護者への環境情報提供を目的とした取組みであ

り、保育園や幼稚園などを訪問し環境紙芝居の読み



【ニコニコ箱委員会】    副委員長 齋藤日早子 

・西嶋世晃ＰＧ ①世界一地区大会の大成功おめで 

 とうございます。②永年週報をお送り下さり感謝 

 感激。③移転の為、ブランクがありましたが本年 

 一月より大分東RCに入会致しました。今後共よろ   

 しくお願い申し上げます。        10,000 

・人吉中央ＲＣ（地区大会実行委員長 中尾弘・地区 

 幹事 岡本光雄・会長 下鳥伸一）様  

 地区大会のご協力ありがとうございました。おか 

 げ様で無事終了できました。             10,000 

・田中会員 ２年間ありがとうございました。後任 

 は大野といいますが、４月に入会手続きをさせて 

 頂けると思いますので、引き続きよろしくお願い 

 申し上げます。             2,000 

・伊久美会員 ①中津ＲＣ60周年に人吉ＲＣから6名 

 出席してまいりました。大平Ｇの次に中津ＲＣか 

 ら伊東Ｇが就任いたしました。経験談・引継等で 

 親密になりました。②熊本銀行田中支店長様、新 

 任地でご活躍を祈念いたします。     2,000 

・小林祐介会員 九州電力片岡所長、卓話ありがと 

 うございました。また、田中会員ご栄転おめでと 

 うございます。             2,000 

・北会員 このたび、中央大学法学部通信課程を卒 

 業することができました。6年間の苦しい学生生活 

 を終え、少しホッとしています。今後も生涯学習 

 の理念を実践して行きたいと考えています。10000 

・堤正博会員 田中支店長のご栄転おめでとうござ 

 います。ご活躍を期待しています。いろいろあり 

 がとうございました。          2,000 

・渡辺会長 片岡様、卓話ありがとうございまし 

 た。次回は内部卓話を。         1,000 

・尾上会員 田中支店長、２年間お世話になりまし 

 た。今後は熊本で飲みましょう。ありがとうござ 

 いました。               2,000 

・坂井会員 田中会員、２年間大変お疲れさまでし 

 た。今後益々のご活躍を祈念いたします。 1,000 

・有馬会員 田中信也支店長、ご転勤で寂しくなり 

 ます。今後益々のご活躍をお祈り申し上げます。 

                     2,000 

・青木会員 所用のため早退します。齋藤会員あり 

 がとうございます。           1,000 

【Ｒ財団委員会】 

・北会員（ニコニコカード同文）      ＄100 

【米山記念奨学委員会】 

・伊久美会員（ニコニコカード同文）    5,000 

・北会員（ニコニコカード同文）      10,000 

・宮原会員 田中支店長、お世話になりました。 

 今後も頑張ってください。        1,000 

・山賀会員 岡本地区幹事、下鳥会長、田中幹事、 

 地区大会の盛会を心よりお慶び申し上げます。お 

 疲れさまでした。片岡九電所長の再入会を歓迎致 

 します！                2,000 

・中川会員 地区より感謝状を戴きましたが、人吉 

 ＲＣの皆様のご協力を戴いたからこそでありま 

 す。今年度も地区に出向させて戴きますが、また 

 ご協力よろしくお願い致します。ありがとうござ 

 いました。               2,000 

 

     点 鐘  渡辺洋文会長 

聞かせなどを通じて環境に配慮することの大切さを

伝える活動で熊本県内では熊本市と八代市の2箇所で

活動しております。 

 なお、営業所では自治会、婦人会、老人会、会社

等で時間をいただければ、省エネや節電対策等につ

いてホームアドバイザーによる出前講座を行ってお

りますので、是非ご利用下さい。 

 10ページに九州ふるさとの森づくりについて紹介

しております。 

 当社は、1951年5月1日に設立し、2001年に創立50

周年を迎えました。そして、その記念事業の一環と

して、①地域の緑化に寄与する。②地域との結びつ

きを一層深める。③CO2吸収削減など地球温暖化問題

に対する意識の高揚を図る。④当社の環境保全活動

に対するご理解をいただく。ことを目的として、

2001年から2010年までの10年間で100万本の植樹を目

指して活動してきました。 

 その結果、延べ542箇所、109.5万本、延べ参加者

数128,520人の地域の皆さまや社員を含む多くのボラ

ンティアの皆さまのご協力いただきました。 

 人吉・球磨地域においても、2001年球磨村総合運

動公園3,600本、2004年から2006年に人吉市草津川源

流域10,000本、2005年錦町学びの森3,000本、同年水

上村岩野100本、合計16,700本を植樹させていただい

ております。 

 そして、創立50周年記念事業としての活動は終了

しましたが、2011年以降も、低炭素社会実現への寄

与や生物多様性の保全を考慮した「地域との協働に

よる環境保全活動」と位置付け、規模は縮小しまし

たが全社大での植樹活動を継続しており、これまで

12年間で約117万本、延べ612箇所、延べ約14万人の

参加者にご協力をいただいております。 

熊本支社エリアでは、2011年11月14日に熊本県の立

会いのもとに5年間の植樹活動に関して人吉市と協定

を締結させていただき、2012年3月3日(土)と2013年3

月16日(土)に人吉市下永野町と上戸越町の公有林に

人吉ロータリークラブの皆さんをはじめ多くの方々

の参加をいただき、それぞれ１万本のクヌギ、マテ

バシイ、アラカシ等を植樹しております。 

 今年度の活動につきましては、収支、財務状況が

非常に厳しい状況にあることから、見送りさせてい

ただくことにしております。来年度以降につきまし

ては状況を見ながら実施に向けて努力していくこと

としておりますので、その際は是非参加いただきま

すようお願いします。 

 以上、当社の環境活動の取組みの紹介とさせてい

ただきます。 

 最後に、昨年電気料金の値上げをさせていただき

ましたが、原子力発電所が再稼動に至っておらず代

替としての化石燃料費が増加していること等から３

期連続の赤字となっております。当営業所としまし

ては、これからも修繕費や諸経費をはじめとした費

用の更なる繰延べや支出抑制による費用削減に取り

組みながらも、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

業務に取り組んで参りますので、引き続きご理解と

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。 

 


