
 ２０１２年１２月第１週号 

第２３８４回 
平成２４年１２月７日(金) 点鐘１２：３０〈晴れ〉  

国歌斉唱     『君が代』 

ロータリーソング 『奉仕の理想』 

四つのテスト ～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 

 

■お客様紹介                           

・米山奨学生／ 王 欣さん 

■年次総会                            

斎藤昌雄会長エレクトより、次年度理事・役員発表 

                    満場一致で承認される。 

■会長挨拶及び報告    鈴木 美津江会長       

理事・役員会報告 

・入会候補者の件、江沢氏、小野口氏、松尾氏  承認。 

・１/２５懇親夜例会の件、近場で美味しい食事をする。 

■米山記念奨学会より記念品伝達                      

 米山功労者                伊藤 和夫会員 

■委員会報告                          

５０周年記念事業部会より(北原委員長) 桜の植樹の場所

を決めますのでお集まり下さい。 

■幹事報告             植松 省自副幹事   

第３分区Ａ・Ｂ合同インターシティミーティング開催のご案内 

日時⇒平成２５年２月１４日(木) 点鐘１５時 

会場⇒ホテルニューオータニ幕張 

Ｒ・Ｙ・Ｌ・Ａセミナー開催のご案内 

日時⇒３月３日(金)～５日(日) 場所⇒千葉県鴨川青年の家 

■ニコニコボックス報告                     

★鈴木 美津江会長 

初めての試みの会員ミニ卓話、皆さんご協力宜しくお願

い致します。 

★今関 眞人・塩谷 邦昭会員 

 水野謙一さんを偲ぶ会を１２月１８日に当ホテルで行いま

す。ご参加、宜しくお願い致します。 

★出井  清会員 

 先週の夜例会を欠席してしまいました。５年ぶりに２日間

伏してしまいました。気を付けます。 

 

■出席報告 (会員数３９名)                    

 

出席者数２５ 欠席者数１４ ﾋﾞｼﾞﾀｰ 1  修正出席率 次回にて 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい 

 

 

 ◆◆◆ 会員ミニ卓話 ◆◆◆ 

 

松崎 章夫会員 

皆さん､こんにちは｡東京電力千葉火力発電所の所長をしてお

ります松崎と申します｡ 原子力発電所の事故では広く社会にご

迷惑をおかけし､本当に申し訳ありません｡こういう状況ですので､

忘年会とか晴れがましい席には出席を控えており､いつもお付き

合いできずに申し訳ありません｡いつか時期が来て､そういう席に

参加できるように是非なりたいと思います｡ 

千葉火力では、震災以降､失われた原子力発電所の代替とし

て､増設工事を行っています｡昨年の夏､今年の夏､そして再来年

の夏に向けて､順次､突貫工事で増設しています｡千葉火力だけ

ではなく､東京電力の 15 ある火力発電所の 1/3 で停電回避のた

めに増設工事をしています｡今､停電を何とか回避できていますが､

結構ぎりぎりの状況です｡ 近では､急に寒くなった先週と今週の

月曜日は､他の電力会社から電気を融通してもらったり､通常の運

転を超える過負荷運転をしたりして､停電を回避しています｡ 

何だ､原子力発電所が無くても停電しないじゃないか､と思われ
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会 長 鈴木 美津江      幹 事 杉本 峰康          会報委員長 村田 紀之 

≪事務局≫ 〒260-0027 千葉市中央区新田町１２-１ トーシン千葉ビル７階    （☎ ０４３-２４５-３２０４）

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 5,000 円 累計 373,000 円

金の箱  465 円 累計 6,124 円

千葉ＲＣ 月 12/31 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 ― ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 12/18・12/25 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 12/26 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 ― ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 12/20・12/27 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 12/27 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



るかもしれません｡ちょっとわかりにくいのですが､電気は夏の 大

消費に備えて発電所を全て立ち上げますが､秋以降に夏にずっ

と運転し続けていた発電設備を止めて､定期点検に入ります｡車

の車検と同じです｡そのために､秋以降は需要も少ないですが供

給力も少ないために､急に暑くなったり寒くなったりすると電気が

足りなくなるのです｡今はぎりぎりの状態で、何とか安定供給を保

てている状況です｡ 

 私が東京電力に入社したのは､ｴﾈﾙｷﾞｰ自給率が 4%しかない日

本において､ 大のｴﾈﾙｷﾞｰを使用している電力会社で､産業と市

民生活の血といわれる電気を効率的に作ることによって､社会貢

献したかったからです｡入社して 30 年になりますが､これまでそうし

た使命感を持って､やり甲斐のある仕事をしてくることができました｡

震災前の 10 年余りは､海外事業に携わってきました｡電力会社と

いうと国内事業だけのように思われますが､東南ｱｼﾞｱとか中近東

の発展途上国に火力発電所を保有して､発電事業をしています｡

国内で培った火力発電所の効率的で安定した運転のﾉｳﾊｳを使

って､事業ですから当然利益を得ながら､発展途上国の産業の発

展と市民生活の向上に貢献しています｡震災後は､国内の火力発

電所の増強が 優先となり､千葉火力発電所の増強に携わること

になった次第です｡ 

無念でならないのは､電気料金を値上げしたことです｡ご家庭､

そして電気を使って事業をされている皆様には､本当に申し訳な

く思います｡原子力発電所が無い現状では火力発電所の燃料費

のために値上げせざるを得なかったのですが､本来､電気は安定

供給だけをしていれば良いというものではなく､日本の産業が世

界で競争力を保つためにも安くなければなりません｡ 

今､停電回避のために､燃料費が高い築 50 年の石油焚き火力

発電所を運転していますが､もったいないことです｡新潟にある原

子力発電所の安全対策をしっかりした上で､自治体の了解をいた

だき､国の後ろ盾をもらって､早く再稼働することが､電気料金を安

くすることに繋がります｡ 

原子力発電所の事故も本当に無念です｡完全に安全な技術な

どありえません｡常に安全を向上させるという責務を忘れてはなり

ません｡火力発電所も同じで､膨大なｴﾈﾙｷﾞｰを使用していますの

で､本来､危険なものです｡今回の震災では､原子力発電所におい

て二人の社員が津波によって溺れて亡くなりましたが､事故とのも

のによって亡くなった方はいませんでした。火力発電所では､これ

まで私が会社に入ってから 2 度爆発事故があり、5 名ぐらいの方

が亡くなっています｡そうしたことを繰り返さないように､常に安全を

第一にして､地域の皆様に安心して､電気を使ってもらえるようにし

なければなりません｡ 

地域の皆様のご理解があっての火力発電所です。安全に安定

供給に努めますので､引き続きご支援の程よろしくお願いいたしま

す｡ 

酒井 秀大会員 

近びっくりしていることですが、家を建てることになりまして、

お金を借りることになったのですが、 近の金利が０．７７５％とい

うことで、固定金利が２０年目まで約１．６％、そのあとが約２％とか

になっていて、すごく安いんだなと思いました。 

また、家を建てるということで、照明とか床材とか、やたらといろ

いろと選ばないといけなくて、すこし、止めたくなっているというの

が近況です 

植松 省自会員 

大きな話をします。国家財政の話をします。１００年無利子国債

の提唱をしている方がいます。早稲田大学の田村さんです。それ

は、７００兆円で毎年７兆円ずつ償還していく、誰が買うの？という

ことですが、１０年間持っていると、相続税がかからなくなるというメ

リットがあり、１０億持っていれば、５０％ですから、５億円が免除に

なる。金持ちにも良い、それだけではなく、これまで隠していた財

産を公にすることで、隠れた財産を出すことが出来る。これは強制

的に１０年を持たないといけないということにして、１０年経つとバ

バ抜きのババを抜くみたいに次の人に渡していく。 

田村教授は民主党のブレーンをやっていてこれを提唱したの

ですが、民主党では、５０年では・・・、ということを検討したようで

すが、立ち消えになったようです。 

消費税をちょこちょこあげても間に合わないので、こういった案

を検討してもいいのではないでしょうか。 

斎藤 昌雄会員 

クラブの中で生き物を扱っている仕事をしているのは私くらい

ですが、先日、２週間出産予定から遅れた母牛がいて、強制的に

ホルモン剤を打って、２日後に出産させました。通常６０キロのとこ

ろ、なんと１１０キロの子牛が生まれてきて、私も獣医さんも呆然と

するばかりで、生まれた時から一人前で、普通の子牛の３倍で、

大き過ぎて立つことができません。お産の２週間前位から胎児は

大きくなるのですが、ここまで大きいのは見たことも聞いたこともあ

りません。獣医さんが写真を撮って行ったので、我々の業界紙に

載るのではないかと思っております。 

寺澤 一良会員 

私は、３年前に民主党が政権をとってから私の仕事は全くダメ

になってしまって、いまでもそれは続いています。その前、４年前

位から自民党のときに計画していた医療費の請求をコンピュータ

ーでやるということがあって、５年計画でやっていたのですが、民

主党が歯科医師会とタイアップして政権を動かしてしまって、これ

で、仕事が全く駄目になってしまいました。医科については９９％

が電子化しているのですが、歯科については６％位しか、コンピュ

ーター化されていない状況です。自民党が勝てば、と思っていま

すが、小さな期待をしています。 

出井  清会員 

近の政治がらみのことではないですけど、個人の店舗が立

ち行かなくなっているのが目立っていて、ショッピングモールとか

に出店するお店は生き残っていますが、個人商店は本当に無く

なってきています。地方に行くと、お年寄りが買い物やガソリンス

ダンドに行くのが大変で、１０キロとか行かないとだめで、今回の

衆議院選挙においては、こういうことがなくなるような投票をしたい

と思います。皆さんも党を選ぶだけではなく、人を見て、そういうこ

とを目指している人を選びましょう！ 

                      (文責 酒井 秀大会員) 

 

 

第２３８５回例会 

≪忘年家族例会≫    

日時⇒ 平成２４年１２月１５日(土) 点鐘１８：００ 

会場⇒ オークラ千葉ホテル 

第２３８６回例会 

日時⇒ 平成２４年１２月２１日(木) 点鐘１２：３０ 

卓話演題⇒ 『世界遺産の昼と夜』 

卓話者  ⇒ 写真家  藤村 大介様 

 


