
（1）

2017～2018年度 テーマ ROTARY: MAKING A DIFFERENCE　̶ ロータリー：変化をもたらす ̶
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取り上げられ、「全世界のロータリアンにと
ってこの二つは大きな誇りである」と報じ
られました。正しく「公共イメージの向上」
に大きく寄与したのです。
　次に日本で開催された冬季オリンピック
は1998年の「長野オリンピック」です。こ
の時もロータリーでは募金活動を行い、大
会組織委員会に約2,380万円を寄付しまし
た。また、ジャンプ会場に第2600地区が

「ミニ聖火台」を寄贈したのをはじめ、多く
のロータリアンが競技役員として、或いは
案内所やサービスセンターで大会の運営に
携わりました。地区内のインターアクトクラ
ブも、長野県の県の花である「りんどう」の
花を選手村の各部屋に贈呈するなどの活動
を行いました。
　オリンピックは「平和の祭典」であり、
スポーツを通じて全世界の人々が交流する
事で相互に尊重し合う土壌を作ることも目
的の一つです。そのようなオリンピックに
ロータリーが関わることは素晴らしいこと
です。今回の「平昌オリンピック」でも、
韓国のロータリアンが様々な形でオリンピ
ックに関わっていることと思います。平和
の祭典としてのオリンピックの成功と共
に、日本選手の活躍を祈りたいと思います。

◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

	 会長　富永　雅弘
　現在、韓国の平昌で冬季オリ
ンピックが開催されています。
　日本では1972年にアジアで
最初の冬季オリンピックが札
幌で開催されました。この

「札幌オリンピック」では、当時70m級といわ
れていた現在のノーマルのヒルジャンプで、
日本選手が1位･2位･3位と表彰台を独占し、

「日の丸飛行隊」として話題になった他、女
子フィギュアスケートではアメリカのジャ
ネット･リン選手の可愛い「尻もち」で盛り
上がるなど、記憶に残る大会となりました。
　札幌オリンピックでの「聖火台」は、ロー
タリアンの寄付によるもので、当時の第
350･351地区（北海道全域）の「ロータリー
聖火台建設委員会」が全国のロータリークラ
ブへ協力を呼び掛けて実現したものです。
３年間で約2,400万円が集まり、聖火台が
真駒内屋外競技場に建設されました。この
ことはテレビでも紹介されました。当クラ
ブでも当時、一人あたり100円を寄付してお
ります。
　また、札幌オリンピックのテーマソングで
トワ･エ･モワの歌で大ヒットとなった「虹
と雪のバラード」は、札幌西ロータリークラ
ブの会員が作詞したもので、この「聖火台」
と「テーマソング」は日本のロータリアン
が作ったものとして「The Rotarian」でも
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最初の地区行事となりますので、皆様のご
支援ご協力をお願いいたします。

	 囲碁･将棋同好会幹事　平尾　幸一
　2月10日㈯、いけ洲博多屋におきまして、
中澤　剛 西部方面混成団長兼ねて相浦駐屯
地司令をお迎えして、囲碁･将棋同好会を開
催しました。今回は6名の参加でしたが、
美味しい食事とお酒
に舌鼓を打ちつつ和
気あいあいと囲碁･将
棋を楽しみました。

 親睦活動委員会　安部　雅隆
○今月の誕生祝い
　谷川　辰巳さん（7日）
　吉澤　俊介さん（8日）
　中川　知之さん（11日）
　梅村　良輔さん（15日）
　河原　忠徳さん（18日）
　富永　雅弘さん（28日）

◯例会風景

 幹事　坂元　　崇
１．大村ロータリークラブ
　「週報No.22〜25」が届いております。

２．	陸上自衛隊相浦駐屯地
　機関紙「つくも」が届いております。

３．聖和女子学院中学校・高等学校
	 	校長　卜部　篤志	様
　卒業証書授与式のご案内
　　日時／平成30年2月28日㈬　10:00開式
　　会場／本校体育館

	 出席･例会委員会	委員長　平尾　幸一
　2月21日㈬は、第67回創立
記念日例会です。松本英介さ
んに卓話をしていただく予定
でありますので、ご出席のほ
ど宜しくお願いします。

	 次年度地区副幹事　芹野　隆英
　来たる2月18日㈰、2018〜
2019年度 地区チーム研修セミ
ナーが開催されます。出席対
象者の方の出席をお願いしま
す。福田ガバナーエレクトの

幹 事 報 告

委員会報告

次年度報告

囲碁・将棋同好会より

慶　　　祝



（3）

 親睦活動委員会　萩原多恵士
富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事
池田　真秀副幹事、米倉洋一郎さん
草津　栄良さん、福田　金吾さん
安福　竜介さん、德川　晃尚さん
谷川　辰巳さん、高畑　和憲さん
筒井　和彦さん、坂本　　敏さん
大久保利博さん、廣瀬　章博さん
福田　金治さん、古賀　　巖さん
西田　勝彦さん、橋詰　文雄さん
　岩㟢友晴さんの卓話に期待してニコニコ
します。

富永　雅弘会長、中川　知之さん
谷川　辰巳さん
　誕生日のお祝いありがとうございます。

『変わりゆく九州電力と
　　　相浦発電所の今後』

　会員　岩㟢　友晴さん
（九州電力㈱相浦発電所　所長）

　2011年の東日本大震災による福島第一原
子力発電所の事故により電力業界を取り巻
く情勢は大きく変化しました。
　国内の原子力発電所はすべて停止され、
電力供給のあり方が問われ、国はエネルギ
ー基本計画の見直しを行い、2030年の電力
供給のあるべき姿（エネルギーミックス）を
示しました。現在、その達成に向け、全国
で原子力の再稼働、再生エネルギーの導入
拡大等が進められています。

１．九州電力を巡る情勢変化
　九州電力も以下のように取り巻く状況は
大きく変化しました。これにより経営環境
は厳しさを増しています。
◦原子力停止による収益悪化
◦再生可能エネルギーの増大(太陽光)
◦電力需要の減少
◦CO₂削減取り組みの強化
◦電力システム改革

２．変わりゆく九州電力
　情勢変化に的確に対応し、今後も企業と
して発展していくため九電グループ中期経
営方針(2015-19年度)を策定し、実現に向け
た取り組みを行っています。九州電力は大
きく変わろうとしています。中期経営方針
の骨子は次のとおりです。
①九州内のエネルギーサービス事業
◦ あらゆる電源をバランスよく保有するこ

とで競争力を維持
◦ 高経年の石油火力を廃止･長期停止し最新

鋭のLNG火力･石炭火力を新設
◦ 福岡･北九州エリアの都市ガス供給区域で

ガス事業に参入
②成長分野における事業
◦ 海外エネルギー事業を拡大(500万kW)
◦ 域外で石炭火力を開発(200万kW)
◦ 再生可能エネルギー事業を拡大(400万kW)
③強固な事業基盤を築く
◦ 変革･挑戦する人づくり
◦ スピード感をもって変化に対応できる組

織づくり
◦ 財務基盤･競争力強化
◦ 安全･安心の追求
◦ CSR経営の徹底
④未来の事業に向けた取り組み
◦ 九州から世界に誇れる事業を生み出す
　(電気事業以外の新たな事業の創出)
［中期経営方針における財務目標］
◦ 自己資本比率：20％程度(2021年度末)
◦ 経常利益：1,100億円以上(2017-21平均)
◦ 成長投資：4,200億円(2017-21累計)

ニコニコボックス 本日合計 　21,000 円

 累　　計 764,000 円

◇

卓　　話

ニコニコボックス
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クラブ会報委員会 委 員 長　筒井　和彦　　 委　員　田中　信孝 ・ 中川　知之 ・ 西田　勝彦
副委員長　德川　晃尚　　 　　　　木下　貴夫 ・ 中嶋　　徹 ・ 川添　秀則

（今週の担当：川添　秀則）
（カメラ担当：筒井　和彦）

３．相浦発電所の今後
　電源の競争力強化のため相浦発電所は
2018年度に廃止(2017年4月公表)
◦ 変電設備は引き続き活用
◦ 本年4月から廃止準備工事に本格着手
◦ 廃止後、所員は全員他事業所に配転
◦ 設備は当面現状維持
◦ 将来的には設備を撤去･整地
◦ 跡地の活用策は白紙状態

　これまで長きにわたり発電所を運営でき
たのは地元の皆さまのご理解･ご協力のお陰
であり改めて感謝申し上げます。廃止にな
るまでこれまで同様、設備の維持管理には
万全を期してまいりますので引き続きのご
理解･ご協力をお願いします。九州電力はこ
れまで安定した電力を皆様にお届けし、地
域とともに発展してまいりました。そして
これからも地域とともに成長し発展してい
きたいと考えております。これからも九州
電力をよろしくお願いいたします。
　「ずっと先まで明るくしたい」、それが九
州電力の思いです。

＊2〜3月  例会卓話者予定＊ 

２月28日　新入会員卓話  赤木　征二さん
（JR九州ハウステンボスホテル㈱　代表取締役社長）

３月７日　佐世保中央病院 
 小児科診療部長 山田　克彦 様

３月14日　新入会員卓話  安部　雅隆さん
（長崎国際大学　准教授）

３月21日　祝日休会

３月28日　新入会員卓話  荻原多恵士さん
（損害保険ジャパン日本興亜株式会社　佐世保支社長）

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／３月6日㈫・20日㈫　 例会休会

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／2月22日㈭　11:00〜（役員交代式）
　　　　　　　　  終了後 （懇親会）
会場／交代式：大学教室（当日ご案内致します。）
　　　懇親会：大学カフェテリア

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

ありたい姿に向けた３つの戦略の柱


