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本日本日本日本日のののの行事予定行事予定行事予定行事予定    ((((2012 年年年年 6 月月月月 15 日日日日))))    第第第第 2881 回例会回例会回例会回例会 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：児玉昭児玉昭児玉昭児玉昭君君君君    講講講講        師師師師：：：：和可葉会和可葉会和可葉会和可葉会    杵屋六輪賀杵屋六輪賀杵屋六輪賀杵屋六輪賀    師匠師匠師匠師匠    演演演演        題題題題：：：：長唄長唄長唄長唄「「「「津島四季津島四季津島四季津島四季のののの眺眺眺眺」」」」    
 先回先回先回先回のののの記録記録記録記録（（（（例会例会例会例会））））    第第第第 2880 回回回回    ’’’’    12 年年年年 6 月月月月 8 日日日日（（（（金金金金））））晴晴晴晴れれれれ    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：小畑英雄君小畑英雄君小畑英雄君小畑英雄君    演演演演        題題題題：「：「：「：「電力情勢電力情勢電力情勢電力情勢についてについてについてについて」」」」    ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング        「我らの生業」   ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー            伊藤誠君 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数            71 名    5 月 18 日例会分訂正 出席免除会員出席免除会員出席免除会員出席免除会員            20 名    欠 席 会欠 席 会欠 席 会欠 席 会 員員員員   19 名 本日出席会員本日出席会員本日出席会員本日出席会員            55 名   MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員   13 名 本本本本日日日日のののの出席率出席率出席率出席率        77.46%      訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率  98.51% 超過出席超過出席超過出席超過出席 者者者者    服部昭三君、伊藤基君、大谷与志弘君、佐藤栄一君、寺島淳一君、寺田晏章君（広報委員会）、服部昭三君、服部貴君、堀田力男君、生田達一君、稲垣宏高君、片岡鉄君、加藤隆朗君、小林啓子君、野々山勝也君、篠田廣君、住田正幸君、鈴木吉男君、田中正明君、寺田晏章君、寺島淳一君、山田勝弘君（次年度役員理事委員長会議）、 佐藤敬治君、三谷栄一君、篠田廣君、滝川林一君、稲垣宏高君、鈴木吉男君、前田昭生君、寺田晏章君、服部昭三君、住田正幸君、野々山勝也君、小林啓子君、生田達一君、田中正明君、堀田力男君、加藤隆朗君、服部貴君、片岡鉄君（創立 60 周年実行委員会）、浅井彦治君、幅辰雄君、稲垣宏高君、小林啓子君、児玉昭君、野々山勝也君、坂井裕君、篠田廣君、寺田晏章君、山本達彦君、八谷潤一君（津島・あま合同ゴルフ大会）     会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    寺田晏章寺田晏章寺田晏章寺田晏章会長会長会長会長 今日は、夏らしくなってまいりました。皆様お元気にご出席いただき大変うれしく思います。先週は欠席し、篠田エレクトに代行していただき、ありがとうございました。高木さん、滝川さん、

伊藤さん、三谷さん、遠い海外より無事にお帰りになられ、なによりです。後刻、帰朝報告をお願いいたします。  来週の例会食事は商工会議所が地域振興を狙って開発した「信長めし」といたします。大変おいしいそうです。皆様欠席しないように願います。  本日の卓話は中部電力の小畑所長の担当で、原子力発電と今夏の電力需給状況のお話が聞けるようです。大いに楽しみにしています。関連して商工会議所に資源エネルギー庁から電気料金の値上げのお願いが届いております。2012 年 8月分の電気料金から再生可能エネルギーの賦課金の負担願いのパンフレットです。太陽光発電や風力発電、地熱発電、小型水力発電等、再生可能エネルギーの電気を電力会社が一定期間固定価格で買い取り、その費用を私たち全員で支えるという法令ができたそうです。今日の中部電力さんのお話で聞けるかもしれません。いずれにしても皆さんで節電に協力しましょう。入口のニコボックスカウンターに緑のカーテン用のアサガオとニガウリのタネをいただいております。皆さん早速会社の南側の窓辺に植えましょう。目標の 5％くらいの節電はすぐに達成されるでしょう。  幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告    八谷八谷八谷八谷潤一潤一潤一潤一幹事幹事幹事幹事    1. 本日、例会終了後理事会を開催致します。また、6時から新旧役員理事委員長会議を朝日寿しにて開催致します。 2. 6/9 の地区役員会長幹事会に地区識字率向上委員長の鈴木吉男君が出席します。 3. 6/9に次年度篠田会長と稲垣幹事が一宮北ロー
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タリークラブ訪問に伺います。 4. 次週 6/15 の例会の食事は「信長めし」です。予約が必要なので、欠席される方は前日の 6/14昼までにご連絡下さい。 5. 本日、新入会予定者の東京三菱ＵＦＪ銀行支店長三輪孝秀さんに出席いただきました。次週、入会式を行いますのでよろしくお願い致します。 以上ありがとうございました。     ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス報告報告報告報告    第第第第 2880288028802880 回分回分回分回分    滝川林一滝川林一滝川林一滝川林一ニニニニコボックスコボックスコボックスコボックス委員委員委員委員    新井貴美子君（一宮北ＲＣ）初めまして、津島ロータリーの皆様！ 本日は宇佐美裕子様とお逢い出来るのを楽しみにして居ましたが出張との事、再会を楽しみに致します。 寺田晏章会長、鈴木吉男副会長、八谷潤一幹事 本日は今年度最後の理事会です。よろしくお願いいたします。 小畑英雄君 本日卓話を担当します。よろしくお願いします。 篠田廣君 中日新聞に次期会長の記事がのりまして。 余郷利彦君 日本観光振興会中部支部より観光事業功労者表彰を受彰しました。 服部昭三君 会報にわが家のデンドロビウムが載りました。 日比一昭君 今週の日曜日は、「第 10回いきいきウォーキング in 神守」です。今回も約 900人の皆さんが健康のためにウォーキングされます。皆さんのご協力に感謝申し上げます。 寺島淳一君 先日鈴木吉男さんに、シガーバーなる所に連れていかれ、普段飲み慣れていないお酒をご馳走になりました。 佐藤敬治君 松崎先生にお世話になりました。 浅井賢次君 高木さん、三谷さん、伊藤幸ちゃん、滝川さん、無事お帰りご苦労様。楽しかったでしょう、来年連れて行って下さい。 三谷栄一君、滝川林一君、伊藤幸蔵君、高木輝和君 無事帰りました。 篠田廣君、佐藤敬治君、稲垣宏高君、河西あつ子君、小畑英雄君、児玉昭君 ウィークリーに写真が載りました。 生田達一君、河西あつ子君、幅辰雄君、佐藤栄一君、加藤則之君、伊藤祥文君、中野義光君、加藤秀人君、前田昭生君、松崎安孝君 その他。      

卓卓卓卓    話話話話    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：小畑英雄君小畑英雄君小畑英雄君小畑英雄君    演演演演        題題題題：「：「：「：「電力情勢電力情勢電力情勢電力情勢についてについてについてについて」」」」        ○○○○エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーとととと原子力原子力原子力原子力    福島第一原子力発電所の事故と放射線、東日本の計画停電、全国的な原子力発電所の停止と電力の需給逼迫…、原子力発電をはじめとする電気やエネルギーについてこれまでになく関心が高まっています。こうした中、私どもは、お客さまに“良質な電気を、できるだけ安く、安定的にお届けする”ことの大切さと責任の重さを改めて痛感しています。 世界をとりまくエネルギー資源の実状をふまえ、暮らしや産業に欠かせない電気をどのようにまかなっていくのか、その中で原子力発電や再生可能エネルギーはどう位置づけられるのか、などについてまとめました。  ○○○○エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー資源資源資源資源のののの現状現状現状現状    日本は、エネルギー資源のほとんどを輸入に頼っています。 日本日本日本日本ののののエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー自給率自給率自給率自給率はわずかはわずかはわずかはわずか 4444％％％％ですですですです。。。。    日本の食糧自給率は 40％ですが、エネルギー自給率はわずか 4％しかありません。 資源小国である日本は、世界有数のエネルギー消費大国であるにもかかわらず、先進国の中でもエネルギー海外依存率が特に高く、ほとんどを輸入に頼っている脆弱なエネルギー構造の上になりたっています。             エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー資源資源資源資源のののの調達調達調達調達はますますはますますはますますはますます厳厳厳厳しくなっていきしくなっていきしくなっていきしくなっていきますますますます。。。。    石油や石炭をはじめとするエネルギー資源には限りがあります。今後も経済成長が見込まれる中国やインドなどの国々では、さらにエネルギーの使用が増え、限りある資源の獲得競争は一層激しくなっていくと予想されています。このため、電源の多様化とともに、燃料の調達先の分散化を図るなど、エネルギーセキュリティーを高める取り組みが一層重要になっています。 

050100150200
 日本 韓国 ドイツ フランス 米国 中国 ロシア 4 3 29 9 68 91 176   20 19 40 51 78 92 183 
 ■自給率(原子力除く) ■自給率(原子力含む) 
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世界のエネルギー資源        2010 年末        石油石油石油石油やややや天然天然天然天然ガスガスガスガスなどのなどのなどのなどの資源資源資源資源はははは偏在偏在偏在偏在していますしていますしていますしています。。。。    石油や天然ガスの埋蔵量は中東に偏っています。一方、石炭やウランは偏りが少なく、世界各地に埋蔵されており、安定した調達が可能です。 石油石油石油石油のののの調達調達調達調達にはさまざまなにはさまざまなにはさまざまなにはさまざまなリスクリスクリスクリスクがありますがありますがありますがあります。。。。    日本の石油の輸入先は中東地域が約 9割を占めています。また、石油は遠く中東などから船で海上輸送されます。 輸送には輸入先地域の政治情勢や近年増加傾向にある海賊問題やテロ問題などさまざまなリスクがあります。さらに、価格面においても、大きく変動するリスクがあり、中東産油国の政治情勢、生産調整、市況などの影響のほか、世界の需要の増加、投機資金の流入なども加わり、近年 150ドル目前まで大幅に上昇しました。また、ＬＮＧ価格も石油価格とともに変動するリスクがあります。 再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーはははは特徴特徴特徴特徴をふまえてをふまえてをふまえてをふまえて活用活用活用活用していしていしていしていくくくく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    再生可能エネルギーは、枯渇する心配がなくＣＯ₂の排出量を抑制できるなどのメリットがあります。一方、太陽光や風力発電などはエネルギー密度が低いこと、天候に大きく影響されること、バックアップのため電源が必要になること、出力変動が大きいため電力ネットワークにおける対策が必要になるなどの課題があります。今後、これらの特徴をふまえた取り組みが必要になります。  原子力・太陽光・風力を比較（100 万 kw 原子力発電所 1 基の年間発電電力量を生み出すのに必要な基数・敷地）  原子力発電 太陽光発電 （住宅用） 風力発電 一基あたりの 設備容量 100 万 kw 3.5（一軒分）kw 2000kw 年間設備利用率 80% 12% 20% 必要な基地 1 基 190 万基(軒） 2000 基 必要な敷地面積 1.6km² ナゴヤドーム×33 個 約 58km² ナゴヤドーム×1204 個 約 214km² ナゴヤドーム×4442 個     ○○○○浜岡原子力発浜岡原子力発浜岡原子力発浜岡原子力発電所電所電所電所のののの津波対策津波対策津波対策津波対策    福島第一原子力発電所の事故をふまえ、新たな津波対策を実地しています。 浜岡原子力発電所浜岡原子力発電所浜岡原子力発電所浜岡原子力発電所はははは津波津波津波津波にににに対対対対するするするする安全性安全性安全性安全性をよりをよりをよりをより一一一一層高層高層高層高めるめるめるめる工事工事工事工事をををを進進進進めていますめていますめていますめています。。。。    福島第一原子力発電所の事故の直接的な要因は、津波により「海水取水ポンプ」や「非常用ディーゼル発電機」などの重要な機器が浸水し、原子炉を「冷やす機能」を失ったことにあるとされています。 

浜岡原子力発電所の敷地前面には砂丘堤防があり、津波による浸水を防ぐことができます。その上で当社は「冷やす機能」を守る浸水防止対策に加え、仮に福島第一原子力発電所と同様の事態である「海水取水ポンプ」や「非常用ディーゼル発電機」などの機能を喪失した場合でも、「冷やす機能」を確保するため、幾重もの代替借置を備えた新たな津波対策工事を 2012 年 12 月の完成を目指して進めています。 浸水防止対策浸水防止対策浸水防止対策浸水防止対策 1111    ～～～～敷地内敷地内敷地内敷地内へのへのへのへの浸水浸水浸水浸水をををを防防防防ぐぐぐぐ～～～～    
• 防波壁の設置 福島第一原子力発電所に襲来した津波（海抜 15ｍ程度）などをふまえ、海抜 18ｍの防波壁（総延長約 1.6km）を新たに設置するとともに、両端部は盛土で約 20mにかさ上げを行います。 
• 海水取水ポンプを守る防水壁の設置 海とトンネルでつながっている取水槽から海水が溢れた場合に備え、屋外にある海水取水ポンプの周囲に高さ 1.5ｍの防水壁を設置しています。                浸水防止対策浸水防止対策浸水防止対策浸水防止対策 2222    ～～～～建屋内建屋内建屋内建屋内へのへのへのへの浸水浸水浸水浸水をををを防防防防ぐぐぐぐ～～～～    
• 緊急時海水取水設備の設置 屋外にある海水取水ポンプが浸水した場合に備え、同様の機能を持つポンプを新たに設置する防水構造の建屋の中に設置します。 
• 原子炉建屋出入口の耐圧性・防水性の強化 防水扉から水密扉への取り替えと強化扉の新設による二重化などにより建屋の防水構造を強化し、原子炉建屋内への浸水を防ぎます。 緊急時対策緊急時対策緊急時対策緊急時対策のののの強化強化強化強化    ～「～「～「～「冷冷冷冷やすやすやすやす機能機能機能機能」」」」をををを確保確保確保確保～～～～    仮に、福島第一原子力発電所のように「海水取水ポンプ」や「非常用ディーゼル発電機」などの機能を失う事態が発生した場合でも、これに替わり、原子炉を冷やし続けるために必要な「注水」「除熱」「電源供給」という 3つの働きを保つための対策を幾重にも備え、一週間程度で確実かつ安全に原子炉を冷温停止に導きます。 ○○○○浜岡電子力発電所浜岡電子力発電所浜岡電子力発電所浜岡電子力発電所のののの地震地震地震地震にににに対対対対するするするする備備備備ええええ    耐震性をさらに高める工事を自主的に実施しました。 

     石油 天然ガス 石炭 ウラン 確認可採埋設量 1兆3832億バーレル 187 兆㎥ 8609 億トン 540 万トン 可採年数 46.2 年 58.6 年 118 年 106 年 
 



 

- 4 - 第 2881 回例会 

次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2881 回回回回    ’’’’    12 年年年年 6 月月月月 22 日日日日（（（（金金金金））））    クラブアッセンブリークラブアッセンブリークラブアッセンブリークラブアッセンブリー    おおおお知知知知らせらせらせらせ    ■■■■エコキャップエコキャップエコキャップエコキャップ移送移送移送移送（（（（社会社会社会社会奉仕委員会奉仕委員会奉仕委員会奉仕委員会））））    とととと    きききき＝＝＝＝6666 月月月月 25252525 日日日日((((月月月月)11)11)11)11：：：：00000000～～～～    ところところところところ＝＝＝＝彩雲館彩雲館彩雲館彩雲館→→→→稲沢稲沢稲沢稲沢のののの業者業者業者業者    内内内内    容容容容＝＝＝＝集集集集められためられためられためられたペットボトルペットボトルペットボトルペットボトルののののキャップキャップキャップキャップををををリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル業者業者業者業者へへへへ移送移送移送移送しますしますしますします。。。。    そのそのそのその他他他他＝＝＝＝メークアップメークアップメークアップメークアップ対象事業対象事業対象事業対象事業    

東東東東海海海海････東南海東南海東南海東南海････南海南海南海南海のののの3333連動地震連動地震連動地震連動地震をををを考慮考慮考慮考慮していますしていますしていますしています。。。。    地震による揺れの強さは、震源の位置、震源地の広さ、震源からの距離などによって決まるため、地域によって異なります。 浜岡原子力発電所では、想定東海地震のみならず、東南海地震、南海地震を加えた 3つの地震が同時に発生する大規模な地震（マグニチュード 8.7）を考慮しています。 自主的自主的自主的自主的にににに約約約約 1,0001,0001,0001,000 ガルガルガルガルのののの耐耐耐耐震目標震目標震目標震目標をををを設定設定設定設定しししし、、、、対策工対策工対策工対策工事事事事をををを完了完了完了完了しましたしましたしましたしました。。。。    東海・東南海・南海の 3連動地震などを考慮して、岩盤上での最大の揺れの強さを 800ガルと見込んでおり、これに対して耐震安全性を確保しています。 当社では自主的に約 1,000ガルの耐震目標を設定して、建物内の約 5,000ヶ所におよぶ配管・電線管などに対し、より強い揺れにも耐えられるようにサポートの追加設置を行うとともに、排気筒の周囲を支持鉄塔で囲む工事（耐震裕度向上工事）などを 2008 年 3 月に完了しました。        地震地震地震地震のののの揺揺揺揺れにれにれにれに強強強強いいいい設計設計設計設計をををを施施施施していますしていますしていますしています。。。。    浜岡電子力発電所は、原子炉建屋を｢ピラミッドのような安定した構造｣とし、｢岩盤に直接設置｣して、地震の揺れに強い剛構造としています。 
• ピラミッドのような安定した構造 ｢基礎の面積を広く、厚く｣｢厚い壁を多く、規則正しく配置｣｢重心を下げる｣など、地震に強い設計を行なっています。 
• 基礎を岩盤に直接設置 地面を 20m 程度掘り下げて、堅固な地盤に直接設置しています。一般的に、堅固な地盤での揺れは、表層地盤に比べて 2 分の１から 3 分の１程度になるといわれています。 
• 比較的小さな揺れでも自動停止 原子炉建屋地下 2階にある地震計が 120ガルを感知すると、原子炉は自動的に停止します。2009 年8 月 11 日の駿河湾の地震の際にも、運転中であった 4、5 号機は自動停止しました。（3 号機は定期検査のため停止中） 当社は、浜岡原子力発電書の地震・津波に対する安全性をより一層高めるため、地下構造調査や福島第一原子力発電の事故調査、中央防災会議の検討などにおける新たな知見に対して、適切に必要な対策を講じてまいります。 

    そのそのそのその他他他他                                                                        「「「「野田改造内閣野田改造内閣野田改造内閣野田改造内閣」」」」    6 月 4日、野田首相は首相就任以来第 2 回の内閣改造をしました。岡田克也副首相兼社会保障税制一体化改革、行政改革担当相と玄葉光一郎外相など 13 人の内閣大臣が留任し、5人の閣僚を交代させました。国土交通相は前田武志氏から羽田雄一郎氏、防衛相は田中直紀氏から森本敏氏、鹿野道彦農林水産相の後には郡司彰氏、小川敏夫法相の後は滝実氏、金融・郵政改革担当相に国民新党の松下忠洋副代表を起用し、防衛相には民間からの森本敏日本拓殖大大学院教授を起用しました。 画画画画・・・・文文文文    服部昭三服部昭三服部昭三服部昭三              

国の耐震基準に基づき設定した地震動 800 ガル 3連動地震などを考慮した地震動に耐震安全性を確保 当社独自の耐震目標 1000 ガル 耐震性をさらに高めるため、独自に設置した地震動 
 

 先回欠席して、佐藤前副会長にお世話になりました。久しぶりのお客様を紹介します。 鈴木吉男副会長 

一宮北ＲＣからのビジター・新井貴美子さんと、新入会予定の三輪孝秀さん。 

日比一昭社会奉仕委員長より、6月 25日の彩雲館エコキャップ移送のお知らせ。 


