
～ 平田ロータリークラブ 週報 ～  No. 1913 （平成 25年 11 月 28日）

2013-2014年度 

国際ロータリー会長／ ロンＤ・バートン 会長／ 飯塚 大幸    副会長／ 内田 節夫  

２６９０地区ガバナー／ 森本 信一 幹事／ 佐々木哲也    会 計／ 石原 輝男  
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 9：00 ～ 17：00  （土・日曜・祝祭日 休局） 

■■■ 例会プログラム ■■■    

例会日 卓話者 演題 

11月28日 
中国電力㈱ 島根支社長

渡 部 伸 夫 様 
中国電力陸上部と電力事情 

12月 5日 出席親睦委員会 忘年例会 18：30～ Hほり江

12月12日 会 員  堀 江 卓 男 会員スピーチ 

■■■ 出席報告 ■■■   

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 前回補正出席率

42   31 11 (3) 79.49 % 84.21 % 

■■■ 欠席者 ■■■  
板垣／原孝／三好／黒田／大島治／曽田／杉原／園山  

（山根／牧野／木村）  

■■■ 来訪者 ■■■   な し  

■■■ メークアップ ■■■  な  し   
*************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（12月 19日） 三好洋平／山根章一／遠藤 栄  

（12月 26日） 土江光二／河原治子／原 孝士  

■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■   
月 出雲中央 12/9 12/30(休) 松江南   

火 
出雲 12/10  

12/24（休） 12/31（休） 
松江しんじ湖 12/17 12/31

水 大社 12/11  12/25(休) 松江   12/18 12/25  

木  
松江東 12/19 12/26  

       26．1/2(休) 

金 出雲南   

■■■ 会長挨拶 ■■■   

 「ロータリー財団月間」  

 今月は「ロータリー財団月間」です。ロータリー財団は、クラブ会員からの

寄付を、世界中の人びとへの奉仕に役立てられます。ロータリーの世界的

ネットワークを通じて、ポリオの撲滅や平和の推進といった重点活動の他、

貧困、識字、飢餓、人材育成、地域社会の発展などに当てられます。日

本独自の「米山奨学金」制度、各国や各地域での災害義援金、その他

の様々な寄付の仕組みが体系的に整えられています。クラブ年次予算か

らは、１人あたり１０ドルを拠出する他、年次寄付の１人あたり１４０ドルも

毎年の達成目標であり、加藤財団委員長には「１００万ドルの食事」や

「財団の友」の実施など精力的に指導力を発揮していただいております。

また、個人としての篤志もあり、会員の皆様には大変お世話になっており

ます。財団には、各クラブ活動に対する補助金制度があります。各クラブ

の寄付額に応じて、３年後の地区補助金を受けることが出来るようになっ

ておりますので、今後もご協力のほどよろしくお願いいたします。財団に関

しては、ホームページに詳しい説明がありますので、是非ごらんいただきた

いと思います。 

 私事ですが、昨日、寺に落雷があり、瞬時に電源喪失状態となり、電

気はおろか、電話、テレビ、インターネット、水道などがストップして慌てま

した。電気は日晃電設さん、テレビ、インターネットは平田ＣＡＴＶさんにお

世話になりすべて復旧していただきました。誠にありがとうございました。 

 本日の卓話は、中国電力島根支社長・渡部伸夫様、地元平田のご出

身です。どうぞよろしくお願いいたします。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１． IM (Intercity Meeting)のご案内 

     日  時   平成２６年３月２日(日) １３：３０～１８：１０ 

       受  付   １３：００～１３：３０   開 会 １３：３０～  

会  場   ホテル 一畑 

     登録料    ７，０００ 円   

     懇親会    １６：４０～１８：１０ 

 (特に入会５年未満の方は是非ご参加ください)  

２． ２６９０地区森本ガバナー、地区財団委員長鳥居滋様より、ポリオ

撲滅のための推奨年次目標基金の設定について要請がありました。 

３． 例会変更 

○ 松江東RC  12/19(木)  忘年家族会(夜間) 

    受 付  12：00～12：30  定例会場(ホテル一畑) 

４． 休   会  

    ○ 松江東RC  12/26(木)   

    受 付  12：00～12：30  定例会場(ホテル一畑) 

○ 松江東RC  H26.1/26(木)  

     受 付  な  し 

５．社会福祉法人ほのぼの会様より「ほのぼの通信」２８号を頂きました。 

６．2012－2013年度 地区活動報告書の配布 

■■■ スマイル ■■■  

渡部様(松江RC)  (今日は卓話にお呼び頂きありがとうございます。) 

飯塚大 （全日本ロータリー親睦卓球大会選手の皆さんお疲れさまで

した。３位入賞おめでとうございます。中国電力、渡部様、

角様 ようこそいらっしゃいました。) 

佐々木 (卓球大会での団体戦、平田 A チーム第３位、個人戦、エ

ンジョイの部予選リーグ３・４位トーナメントでの内田副会長

第３位入賞おめでとうございます。)  

中国電力 渡部様、角様本日よろしくお願いします。) 

大島治 (中国電力 渡部伸夫様ようこそいらっしゃいました。本日はよ

ろしくお願い致します。申し訳ありませんが、本日欠席致しま

す。) 

槇野  (中国電力㈱渡部支社長のご来訪を歓迎して。) 

石原俊 (渡部常務、ようこそいらっしゃいました。本日のご講話楽しみ

にしています。) 

釜屋  (渡部伸夫支社長さま本日はようこそ。スピーチよろしくお願い

します。) 

持田稔 (私の入院に際しお見舞いを頂きました。お礼申し上げます。) 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■ 

中国電力陸上部と電力事情   

中国電力㈱ 島根支社長   

         渡部伸夫 様 

平田の鰐渕地区（河下出身）と

いうことで、昭和鉱山が全盛のこ

ろ鰐渕小学校の半分ぐらいの家

庭の方が県外から来ておられる

人でした。それが原因で、学校



ではズーズー弁ではない言葉がとびかっていました。そのことがあり中電に

入社した時、ズーズー弁を話さないので、平田出身ではないのではない

かと言われたこともあります。 

鰐渕寺の関係で少しお話致します。前田地区に言い伝えがあります。山

中鹿之助（1545～1578）の出身地ではないかと言われていることです。こ

ういった説があることも、歴史の本に載っています。 

■中電陸上部について 

中電陸上部長です。陸上部のプロジェクトは、中電の中にあるいろいろな

プロジェクトの中で唯一成功していると言える取り組みです。1989 年に７

名で創部２５年目を迎えます。坂口監督の方針で、選手の自主性を引

き出すような方法で選手の自立性を高めています。さらに、部内で競争

意識をもたせるなどもしています。今では、全国レベルの選手が入部して

くるようになっています。数々の輝かしい成績を残して来ています。 

■中国地方からのナショナルスタンダードを目指しています。 

明治 30 年ごろから大きな電力が必要とされてきた。中電は、藤岡 市助

（ふじおか いちすけ）さん（岩国出身・技術者）が電気の中距離輸送に成

功しています。当時は画期的なことでした。また、昭和36年に就任した桜

内社長が電気料金の値下げを方針として掲げて注目を浴びた。この当

時、他の電力会社では値上げが主流であった。その他にも、社内の待遇

改善などを手腕を振るわれた社長がいた。 

■これからは、石炭火力のクリーンコール化が主流となりそうである。   

（CO 2を少しでも少なくした石炭火力のこと） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


