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２０１７-１８年度 

第２６３０回 
平成３０年 5 月１１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                 

◇千葉緑ロータリークラブ  

会長 渡部  勲様、幹事 横井 快太様 

パスト会長 長嶋 利忠様 

◇米山奨学生  于 陽さん 

◆会長報告           向後 保雄会長  

≪理事・委員長会議報告≫ 

1.クラブ運営資金会計報告  承認 

2.ニコニコボックス会計報告  承認 

3.入会候補者の件  今井太志氏、藤井良成氏  承認 

4.退会届の件  竹中正二会員  承認 

5.新会員委員会所属の件  

 岡田敦志会員 親睦活動委員会に決定 

6.勝浦ＲＣとの合同例会の件  ７月２７日（金）開催 

7.植樹の件  谷当町に５０本植樹する 

◆ご挨拶                    

千葉緑ロータリークラブ 会長 渡部 勲 様 

 日頃大変お世話になっており、

感謝しております。 

 ５月１９日（土）、オークラ千葉ホ

テルにて、創立２０周年記念例会

を行います。千葉南クラブさんか

ら大勢の皆様のご出席をいただき、

有難うございます。親クラブさんの

ご協力なしではやっていけません。

当日はどうぞ宜しくお願い致します。 

 

ロータリー米山奨学生  于  陽（う よう）さん（中国） 

 

皆さんこんにちは。 

ロータリー米山奨学生

に選ばれ嬉しく思いま

す。今は、千葉大学工

学部情報画像学科４年

生です。来年は院生に

なり、卒業したら日本の 

竹尾カウンセラー  于 陽さん 企業で働きたいと思います。

日本に来たきっかけは、小さいころから日本のアニメに

夢中になり、日本の文化に興味を持つようになりました。 

一年間、宜しくお願い致します。 

◆委員会報告                  

親睦活動委員会より （鈴木美津江委員長） 

５月１５日（火）１８時より、ラ・クッチーナハナにてグルメ

の会を開催。まだ間に合います。是非ご参加下さい。 

◆幹事報告           水野 浩利幹事  

本日、１４時より希望の風セミナーがあります。（千葉市

文化センター） 参加出来る方は宜しくお願い致します。 

◆５月度 誕生日祝い・結婚記念日祝い      

≪誕生日祝い≫ 

 水野浩利会員、橋口 徹会員、塩谷邦昭会員 

≪結婚記念日≫ 

竹尾 白会員、竹中正二会員、三宅 廣会員、 

杉本峰康会員、劉 亜斌会員、末吉淳子会員、 

五十嵐博章会員 

◆ニコニコボックス報告             

≪千葉緑ＲＣ・会長 渡部 勲様≫ 

来週の当クラブの２０周年記念例会に多数のご参加を

いただきまして有難うございます。当日は楽しい例会に

したいと思いますのでよろしくお願いします。 

≪向後 保雄会長、水野 浩利幹事≫ 

新茶の美味しい時期となりました。 

皆様、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたで

しょうか？ リフレッシュ出来ましたでしょうか・・・。それと

もお疲れでしたしょうか・・・。 

千葉緑ＲＣ・渡部会長、横井幹事、長嶋パスト会長、よ



うこそお越し下さいました。ごゆっくりとお過ごし下さい。 

米山奨学生・于陽（う よう）さん、はじめまして。一年

間、宜しくお願い致します。 

さて、本日は久々の例会ということで、石川会員、卓話

を宜しくお願い致します。 

≪小野 成子会員≫ 

約 1 年半ぶりに皆さんにお会い出来ました。住居を本

千葉駅前のマンションに移りました。４/２に退院し、リハ

ビリに頑張っています。宜しくお願いします。 

≪酒井 秀大会員≫ 

先日、４月２９日の地区協議会にて、社会奉仕優秀ロ

ータリアンとして、表彰いただきました。有難うございまし

た。 

≪鈴木 美津江会員≫ 

小野さん、お久しぶりです。これからもよろしくお願い

致します。 

 

◆出席報告 (会員数４８名)              

 

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。 

 

会員卓話 

      

  石川 知生会員 

        
 

皆さん、こんにちは。石川知生です。今日は会員卓話

ということで、お時間を頂きまして自己紹介をしたいと思

います。 

 何分私もロータリーに参加するのが初めての経験で、

よく分かっていないことがたくさんありますが、折角参加

しておりますので、少しでも皆さんとお知り合いになれれ

ば、またお役に立てればと思っております。 

 名前は石川知生、歳は５０歳になります。以前も申し上

げましたが、ロータリーに初めて参加した日が５０歳の誕

生日でしたので、私はこの日を一生忘れないと思いま

す。 

 生まれは東京都調布市ですが、２歳より仙台へ移りま

した。今でも実家は仙台にあり、実質出身は仙台になり

ます。その後、大学から東京へ来まして、以降、横浜や

千葉に在住してきました。現在は横浜市港南区に自宅

があり、平日はこちら、市原市に単身赴任をしておりま

す。 

 家族は、妻１人、娘１人、それと猫が１匹。こう見えて無

類の猫好きで、週末はこの猫が癒しとなっております。 

 

 まず仕事のことをお話ししたいと思います。 

 私は東京電力に勤務しておりますが、学生時代、私は

エネルギー関係の研究に携わり、そのことを通して「エネ

ルギー業界は流行り廃りなく斜陽になることはない」と感

じ、電力会社を志望しました。 

 東京電力に入社後、一貫して火力畑を歩みました。勤

務した場所も、五井の火力発電所、横浜、また川崎、富

津の火力発電所、それと、本社の火力エンジニアリング

センターというところなどで勤務をしております。会社で

の専門は、一応技術職ですが、ガスタービンや蒸気ター

ビン設備のメンテナンス技術、トラブル対応などに取り組

んできました。 

 現在は、私たち火力部門は東京電力フュエル＆パワ

ー株式会社という会社名になっておりますが、そこの千

葉火力発電所という、千葉市中央区蘇我町にある発電

所で所長をしております。それと、来年４月からは、私た

ちは、中部電力の火力部門と一緒になり、株式会社ＪＥＲ

Ａという会社名に変わることになっております。 

 

 千葉火力発電所の紹介をしたいと思います。昨年１１

月にロータリーの例会でお越しいただいていますので、

その時いらした方はよくご存知かと思います。 

 千葉火力発電所の敷地面積は約７６万平方メートル。

上側と下側はそれぞれＪＦＥさんですので、ＪＦＥさんに挟

まれる形の発電所となっております。 

 実はこの千葉火力発電所は、初代となる設備は昭和３

０年代に作られました。当時は東洋一と言われた発電所

で、燃料は最初は石炭、後に石油を用いていました。 

 その後、この古い発電設備を撤去し、２代目となる現在

の発電設備をつくりました。現在の千葉火力発電所の概

要ですが、総出力は４３８万ｋＷ、東電の火力発電所の

中では、容量的には２番目に大きい発電所です。運転

開始は１号系列、２号系列は平成１０年～１２年、３号系

列は東日本大震災後に緊急設置され、最終的に完成し

たのが平成２６年になります。 

 特長ですが、燃料は液化天然ガス（ＬＮＧ）を使用して

います。天然ガスは石炭や石油に比較して環境に優し

いクリーンな燃料です。また効率が高い発電所で、燃料

の使用量、ＣＯ２の排出量も少ないのが特長です。 

 

 燃料となる液化天然ガスは、富津の基地と袖ケ浦の基

地で受け入れてガスにされて、パイプラインで千葉まで

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 16,000 円 累計 438,700 円

金の箱 37 円 累計 17,097 円

出席者数 

３２名 

欠席者数 

１６名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

４名 

４/２０ 修正出席率  

 ６４．５８ ％ 

千葉ＲＣ 月 5/28 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 5/22・6/19 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 5/22・5/29 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 6/20・6/27 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 5/24・6/28 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 5/31・6/28 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



運ばれています。 

 火力発電所の高効率化についてですが、現在一番高

い効率のものは川崎にありますが、千葉はその次に高い

効率の設備を持っています。 

 

 今、私たち火力発電がどのような運用をしているかで

すが、昔、大体１０年くらい前の夏場における東京電力

管内全体の需要のカーブにおいては、夜はあまり電気

が使われない、昼はたくさん使われる、その調節の役割

を火力発電が担ってきました。ですから、夜は一部の設

備を止めて、昼は運転して、この需要に合うように発電し

ていた訳です。 

 一方、最近はどのようになっているかですが、今は太

陽光発電の容量がかなり大きくなってきていますが、太

陽光発電は晴れているところはたくさん発電する、夜に

なると一気になくなります。また途中曇りになれば、発電

量が減ります。この急速に増えたり減ったりするところを、

火力発電で調節をしています。 

 千葉火力も今、このような運用を担っています。天気が

いい昼間は一部の設備を止める、また夕方になれば素

早く立ち上げる、このようなことを行っていますので、皆さ

んも、夕方電気をつける時には、「あ、今火力発電が頑

張っているんだな」と思って頂ければと思います。 

 

 仕事の話ばかりだと何なので趣味の話です。 

 私の一番の趣味は長年合唱でして、そもそもの経緯は

今から３０年以上前ですが、中学の時、中学校の合唱部

の手伝いで歌わされたことがありまして、その時、歌って

いて非常に感動した、そんな経験がありました。それから、

その時の感動が忘れられず、大学から混声合唱団に入

り、文字通りアンサンブルにハマって、今に至っていま

す。 

 もともと歌はうまくなくて、下手の横好きというやつです

が、そもそも一人で歌うのは得意ではなく、カラオケもあ

まりしません。ただ、アンサンブルは好きで、色々続けて

おります。 

 いい歳したおっさんとかが集まって歌って、混声５人組

なんかは、今でも定期的に東京の方で小さなライブをや

っております。もし興味がある方がいらっしゃいましたら、

声をかけて頂ければご案内したいと思います。 

 

 それから、私の信仰、信教のことについて簡単にお話

ししたいと思います。 

 私はクリスチャン、キリスト教が信教ですが、そもそも私

は両親がクリスチャンという、いわゆるクリスチャンホーム

で生まれました。両親だけでなく、おじいちゃん、おばあ

ちゃん、おじさん、おばさんたちがみんなクリスチャンと

いう、クリスチャン一族でした。 

 ということで、私も小さい頃から教会へ行っていましたし、

それが当たり前の生活でしたが、 

自分としてはあまり確信が得られず、やがて離れてしま

いました。 

 その後、就職、結婚を経て、しばらく何事もなく暮らして

いましたが、ある時、１０年ちょっと前ですが、人間関係

でいろいろと思い悩むことがあって、このことをきっかけ

に再び信仰と向き合うことになり、自分の中で確信が得

られたため、２００７年に洗礼を受けてクリスチャンになり

ました。以来、横浜市栄区にある本郷台キリスト教会に

通っています。 

 本郷台キリスト教会は、大体４００人くらいが礼拝に来て

いる比較的大きな教会です。この教会は、さまざまな形

で地域に仕えており、色々なＮＰＯ法人を立ち上げてい

ます。保育園だったり、サッカースクールだったり、障碍

者支援の作業所、フリースクール、高齢者介護サービス

など。私も、こういった活動に関わって、地域に仕えてい

きたいと願っております。 

 

 最後になりましたが、おまけです。 

 私自身は何もない平凡な者ですが、先祖についてお

話ししたいと思います。 

 私の父の母の祖父、私のひいひいおじいさんにあたり

ますが、南一郎平という方がいらっしゃいます。大分県

宇佐市出身、疎水事業の父と呼ばれた方で、幕末から

明治にかけて、全国の数々の水利土木工事にあたり、

地域のために尽くされた方でした。また、明治時代にクリ

スチャンになれており、私の信仰のルーツにあたる方の

一人でもあります。 

 私の父の父の父、ひいおじいさんにあたる方ですが、

石川清右衛門という方、この方は日本で初めてワイシャ

ツを製作し、販売された方です。ワイシャツの語源は、英

語の「White Shirt」を聞き違えてワイシャツになったという

話ですが、一説によるとこの方が名付けられたということ

だそうです。横浜に大和屋シャツ店を開業され、一時期

はニューヨークに支店があったり、当時の明治天皇や大

正天皇のワイシャツも作られたということでしたが、関東

大震災と戦争でほとんどが焼けて、今は

銀座６丁目にお店がひとつ残るのみとなっ

ています。 

 私は何も商売の才覚は受け継ぎません

でしたが、もしオーダーシャツを作られるこ

とがあったら、ご利用いただければと思います。  

ご静聴ありがとうございました。 

 
 
 
 

 

第２６３１回例会 

≪千葉緑ＲＣ創立２０周年記念例会≫ 

日 時⇒ 平成３０年５月１９日(土) 点鐘１８：００ 

会 場⇒ オークラ千葉ホテル 

第２６３２回例会 

日 時⇒ 平成３０年５月２５日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『   』 

   第１６回世界女子ソフトボール選手権大会組織委員会 

      事務局長 井之上 哲夫 様 

 
＜会報当番：松尾 博之＞ 


