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本日のプログラム〈第４回例会・2022年7月28日〉

会員スピーチ

（医）
さとう胃腸科内科 院長

新会員スピーチ

佐藤英典 会員

東北電力㈱ 執行役員 福島支店長

日下部 達 会員

E q u i t y 公 平さ

相良 元章

皆さまこんにちは、本日第 4
回例会の会長あいさつをさせ
ていただきます。
先日郡山のビッグパレット
で「バンクシーって誰 ?」展を家族と鑑賞してまいりまし
た。結論から申し上げれば、わたしは非常に面白いと感じ
ました。
1 つ目の面白かった点は、ロンドンの裏路地や戦争で破
壊されたレバノンなどの町なみが再現されていて、あた
かも海外旅行しているような錯覚に陥ることです。
ご承知の通りバンクシーは身元不明のアーティストで
す。世界中に突然現れて、ステンシルアートと呼ばれる型
紙を使った絵を街なかの壁などに「不法」に描き立ち去る
のです。いわゆる落書きに、様々な社会批判や風刺を盛り
込んだ作品は、サザビーズで最高 28 億 8 千万円もの値が
ついたこともあります。
そんなバンクシーの作品が描かれた寂れた街の風景や
空気感が、ゴミ箱やドブネズミや剥がれかけたポスター
などと一緒に再現されていて、よく作ったなあと感心し
ました。コロナの影響で旅に行けない昨今ですが、郡山で
海外旅行気分が味わえてとてもラッキーでした。
2 つ目の面白かった点は、この展覧会のタイトル「バン
クシーって誰 ?」をずっと考えながら鑑賞したことです。
落書きアートは犯罪なので身元不明にしているのだから、
現実にバンクシーが誰かは結局わからないのですが、主
催者があえてこのタイトルにした理由を私なりに考えま
した。
バンクシーの作品のテーマは、反戦、反消費主義、反
ファシズムなど誰もが日々のニュースでは知っているけ
ど目を外らしたくなる世界の悲しい現実です。彼のアー
トはその不都合な事実に気付いていながらも、決して直
視しない平和ボケした私たちに向けられた痛烈なメッ
セージだと私は感じました。
世界を取り巻く問題を解決しようとする意味において、
ロータリーもバンクシーも見ている世界は一緒でありま
す。ただそのアプローチの方法が違うだけです。つまり、
バンクシーは私です。私たちです。会場を出るときに、私
はそう確信しました。
8 月 24 日まで開催している「バンクシーって誰 ?」オス
スメです。
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［Facebook］

Inclusion 包摂性

ロータリーの目的
ロータリーの目的は、
意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、
これを育むこ
とにある。
具体的には、
次の各項を奨励することである：
第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること；
第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、
役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、
社
会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること；
第３ ロータリアン一人一人が、
個人として、
また事業および社会生活において、
日々、
奉仕の理念を実践すること；
第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、
世界的ネットワークを通じて、
国際理解、
親
善、
平和を推進すること。

例 会 次 第

会長あいさつ
2022-23 年度会長

［ホームページ］

⚫ロータリーソング
「福島ロータリークラブの歌」
ソングリーダー 茂田士郎 会員
⚫お客様並びに来訪ロータリアン紹介
新会員紹介 SAA 古俣 猛 会員
新会員
第一温調工業㈱ 取締役 本多修一朗 様
⚫入会式
本多修一朗 様 第一温調工業㈱ 取締役
（紹介者 古俣 猛 会員）
メンター委嘱状交付
荻野誠也 会員
⚫各委員会報告
青少年奉仕小委員会より
		
菅沼 裕 委員長
社会奉仕小委員会より
		
佐藤美奈子 委員長
例会小委員会
ニコニコ BOX 担当 大槻美恵子 委員

茂田士郎 会員

古俣 猛 会場監督

本多修一朗 様

荻野誠也 会員

菅沼 裕 委員長

佐藤美奈子 委員長

大槻美恵子 委員

幹 事 報 告
❖飯坂ロータリークラブの例会は休
会となっております
❖ 8/1（月）福島西 RC の例会はガバ
ナー公式訪問となっております
❖ 7/30（土）米山記念奨学生体験発表
吉田大樹 幹事
会が開催されます。
❖ 7/31（日）10 時 30 分よりユラックス熱海にて地区・ロー
タリー財団委員会主催のクラブ活性化ワークショップが
開催されます。当クラブより相良会長、山崎副委員長が出
席されます。
❖ 9/2（金）開催の ｢ガバナー歓迎晩餐会｣ のご案内を差し上
げております。出欠のご返信をよろしくお願いいたします。
❖クラブ会員小型名簿の校正を FAX にてご案内しておりま
す。ご不明な点等ございましたら事務局までご連絡くだ
さい。
❖ 7 月ロータリーレートは 1 ドル 136 円となりますのでお
知らせいたします。

本 日 の プ ロ グ ラ ム
○同伴者も同様の恩恵を受けるが、会員が責任をもつ

会員スピーチ

こと

（医）
さとう胃腸科内科 院長

○貴賓室、特別室を利用する時は、前もって予約を入

佐藤 英典 会員

れること

入会年月日 平成 6 年（1994）1 月 13 日

児玉健夫

1993 〜 1994 年度
阿久津肇 会長

｢準備期｣ 発起人

草野武夫 幹事

推薦者 阿久津肇 会長

八子英器

藤川忠博

会 長 木下 隆（2000 〜 2001 年会長）
副会長 児玉健夫

職業分類 胃腸科医

佐藤英典

「発足時」会員 32 名
幹 事 佐藤英典

事務局 斎藤 亮
2009 〜 2010 年度

会員証

佐藤英典 会長
古俣 猛 幹事

｢競馬を楽しむロータリアンの会｣ と
｢TEN の会｣ 創立のころ
2009 〜 2010 度 会長
佐藤英典

｢競馬を楽しむロータリアンの会｣
設立の趣旨

発足式

・福島競馬場長が福島ロータリーの会員であること

・期日 2003 年（平成 15）3 月 27 日

・会員が気軽に簡単に競馬場で競馬観戦を楽しめること

・場所 ｢モルツ｣

平成 13 年（2001）に当時の福島競馬場長 住吉道紀会員

・出席者 30 余名

（2001/3/1 入会）と児玉健夫会員と私が競馬談義の時に、会
員が気軽に競馬を楽しめる会ができないか検討を始める。

・来賓 JRA 理事滝沢 勇他 4 名
・木下 隆会長の挨拶
・阿久津肇ガバナーの乾杯

草案

・ゲストスピーチ
｢競馬実況中継の裏話｣

［総則］
本会は、競馬をスポーツとして健全に楽しむ会員のため、
福島競馬場の円滑な利用と、会員相互の親睦をはかるこ

FTV アナウンサー 岩田雅人
・三宅 喬直前会長の中締め

とを目的とする。
［運営］
１．競馬を楽しみたい福島ロータリーの会員をもって構
成する。｢会員証｣ の発行。
２．組織 本会の円滑な運営のため、下記の役員をおく。
世話人 若干名

顧問 競馬場長

３．会費 特に無い（会員証作成のため 3,000 円）
４．会員の責務と恩恵
○ロータリアンとして品位と良識を持って行動し、競
馬場及び入場者えの迷惑行為は慎むこと
○会員証を来賓受付に提示し、指定席（5 階南側）にて
観戦することができる
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懇親会

幹事 古俣 猛

発足式に続いて「モルツ」にて

親睦委員長 松井敏彦

テーマ

｢趣旨｣

｢家族にゃ話せぬ お涙頂戴物語｣

福島ロータリー・クラブには出先機関や転勤する会員が

｢どうしても黙っちゃいられぬ あの日のレース｣

多数います。会長方針の一つである ｢全員参加のロータ
リー｣ に沿い、これらの会員と地元の会員との親睦を深
め、情報交換を行う。
［名称の由来］
名付け親

松井敏彦 親睦委員長

１．転・・・転勤族の転
２．TEN・・・数字の TEN 10 年続くように
３．天・・・天まで届くように
４．点・・・点（転勤族）と点（福島ロータリアン）がつな
がり線と成るように
５．添・・・手を添えられるように
６．展・・・展望が開けるように

第 1 回例会

７．典・・・佐藤英典会長年度に発足

・期 日 2003 年（平成 15）4 月 6 日

発足会と第 1 回懇親会

・場 所 福島競馬場 貴賓室
・参加者 15 名会員 家族等 20 数人

・期 日 2010 年 3 月 29 日

・JRA 理事長 高橋政行氏が挨拶

・参加数 26 名

・場 所 「岩瀧」

TEN の会発足の趣旨説明と規約の審議のあと
会長 松井敏彦
幹事 佐藤 光

古俣 猛（常任幹事）

第一回懇親会

｢岩瀧｣ にて（2010 年 3 月 29 日）

福島競馬観戦の要項変更

○司会 佐藤 光

令和元年（2019）10 月 31 日より後藤浩之 福島競馬場長の

○阿久津肇 パストガバナーの乾杯

ご厚意により、来賓席での競馬観戦が下記のように変更

○懇親

○佐藤英典 会長の挨拶

○記念写真

○阿部力哉 直前会長の中締め

会員 福島ロータリー会員全員

｢TEN｣ の会が 10 年以上も続いているのは、

（同伴者 1 名に限り利用可能）
利用方法

・｢親睦を深める｣ という会の趣旨が転勤する会員と地元

○開催当日来賓受付（スタンド 2 階来賓受付）に

の会員のニーズに合っていること。

○来賓受付で ｢福島 RC の会員○○です｣ と申し出る

・｢TEN の会｣のネーミングがシンプルで親しみ易いこと。

○受付後来賓席章を受け取り、5 階来賓席で観戦

・TENの会の歴代会長、幹事が会の開催に積極的だったこと。

（5 階来賓席は普段着で観戦可能）

・常任幹事の古俣猛会員が熱心に取り組んでいること。

｢TEN の会｣
発足のきっかけ
1993 〜 1994 年度
会長 阿久津肇

幹事 草野武夫

［転勤族の会］として
会長、幹事と転勤する会員との会合を持つ

創立のころ

2009 〜 2010 年度
会長 佐藤英典

第一回懇親会
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２．今年度の電力需給(2/8) ～電力需給はバランスが大事～

新会員スピーチ

３

 電気は、刻々と変化する需要(消費量)に対し、常に供給(発電量)を一致
させる必要がある。

東北電力㈱ 執行役員 福島支店長

 需要と供給のバランスが崩れると、周波数が変動し、発電所の運転が
できなくなり、大規模な停電に至る虞がある。

日下部 達 会員

東北電力の日下部です。この度はこのような機会を設

夏・冬

需要 ＝ 供給 → 周波数「一定」

春・秋

けていただき、有難うございます。
電気のご使用に関しては、今年 3 月の地震後や 6 月下旬
の猛暑時に、皆様の会社、ご家庭で節電に協力をいただ
き、改めてこの場をお借りして御礼申し上げます。本日

需要 ＞ 供給 → 周波数「低下」
・確保済の予備力(供給力)活用
・他エリアから受電

需要 ＜ 供給 → 周波数「上昇」
・ルールに基づく対応で調整

は、最近マスコミでも取り上げられております、電力の
寒さが厳しいので、どちらかというと夏より冬の方がど

ひっ迫について説明させていただきます。

の時間帯も多くの電気が使われるという特徴があります。
本題に入る前に、簡単に自己紹介をさせていただきま
す。昭和 39 年 8 月生まれで、間もなく 58 歳になります。

それでは、停電を発生させないために、どのように需要

出身地は、山形県の余目町という、山形県でもどちらかと

と供給を一致させているか、についてですが、東日本大震

いうと海よりの庄内地方の出身です。18 歳まで地元で暮

災以降、太陽光や風力といった再生可能エネルギーの発

らし、大学時代を仙台で過ごした後、昭和 62 年に東北電

電量が多くなっています。それぞれの発電量は天候頼み

力の若松営業所に入社しました。略歴はご覧の通りです

のところがあり、特に太陽光は夜に発電しませんし、曇り

が、会社人生 35 年のうち、ほとんどを仙台の本店で勤務

や雨の日はフルに発電できません。気象状況によって変

してきました。大半は総務畑ですが、途中、会長秘書や監

動した部分を、ほかの発電手段でカバーして、需要と供給

査、直前は人財部という人事、労務部門も経験してきまし

を一致させています。その役割を果たしているのが、火力

た。福島勤務は平成 5 年以来、約 30 年ぶりとなります。ど

発電です。5P 下の図にどのように需要に対して供給を一

うぞよろしくお願いいたします。

致させているかイメージで示しています。水力や石炭火
力などはベースとして極力フラット運転し、そこに太陽

２．今年度の電力需給(1/8)

～１日の電気の使われ方～

２

光や風力が加わり、そのしわ取りを主に LNG や油火力発

 １日の電気の使われ方は、季節や気候・イベントにより異なる。

電所で発電量をコントロールしながら、需要と供給を一

 真夏の日中や真冬の昼前・夕方は、冷暖房の使用が増え、電力需要が
大きい。

致させています。LNG や油火力は、水力や石炭火力より

Point：
夏(冬)は電力需要
が大きい

東北エリアにおける１日の電気の使われ方

も短時間でコントロールが可能ですので、そういった使
い方をしているわけです。
続いて、この夏と冬の電力需給についてご説明いたし
ます。
最近マスコミでも度々取り上げられている通り、全国
的に今年の夏と冬は電力の需給が厳しくなっています。
この表は、至近 10 年で最も猛暑あるいは厳冬となった時
に、どのくらい電力に余裕があるかを国で取りまとめた

それでは本題に入ります。本日のテーマは、今年の電力

ものです。新潟を含む東北エリアでは、この夏は電力の安

需給についてです。1 日の電気の使われ方は、季節や気候、

定供給に最低限必要とされる予備率 3％を確保できる見

オリンピックのような大きなイベントの開催などによっ

通しとなっています。一方、冬は更に厳しく 3％を切る予

て異なっています。グラフは季節ごとの 1 日の電気の使

想となっております。

われ方をイメージとして示したものですが、夏や冬はエ

3％は、電気の周波数を安定して維持するために必要な

アコンがフル稼働しますので、春や秋に比べて電気が多

予備率で、発電所のトラブルなどがあっても停電を起こ

く使われることはご理解いただけると思います。また、赤

さないための予備率の目安は、8 ～ 10％とされています。

いグラフは夏の電気の使われ方を示していますが、暑く

3％を確保していると言っても、予備率が最も少ない 7 月

なる日中はエアコンを会社やご家庭でお使いになります

は、40 万 kW しか余裕はありません。南相馬市にある原町

ので、多くの電気が使われ、涼しくなる夕方から朝にかけ

火力発電所は、1 つで 100 万 kW の出力がありますので、

ては少なくなるという使われ方となります。東北は冬の

これが故障で止まってしまえば供給力がマイナスになり
│ ４ │

ますので、決して余裕のある話ではありません。この冬に
ついては、3％を下回っていますので、安定供給に支障に
ならないよう国などと連携しながら供給力の確保につい
て最善を尽くしてまいります。
なぜそんなに電気が足りないと騒ぐようになったのか、

２．今年度の電力需給(4/8)

ります。東日本大震災後、電力の全面自由化により価格競
争が進み、電力各社は発電事業の効率化を進めてきまし
た。また、カーボンニュートラルに向けた対応が必要とな

５

2022年度 東北エリア（東北６県と新潟県）供給予備率見通し
夏 季

ということですが、これには東日本大震災後の電力業界
を取り巻く環境変化によるものと、当社固有の要因があ

～2022年度の供給予備率見通し～

 夏季は、電力の安定供給に最低限必要とされる供給予備率３％を確保で
きる見通し。
 冬季は、安定供給に最低限必要とされる供給予備率が、1.5％の厳しい
見通し。
 不測の事態の発生リスクを踏まえれば、予断を許さない。

7月
供給力
（万ｋＷ）

冬 季
8月

9月

1,397 1,483 1,404

最大電力需要
1,356 1,420 1,330
（万ｋＷ）
供給予備率
（％）

3.1

4.4

5.6

＜今夏＞5月27日東北電力ＮＷプレスリリースより抜粋

12月 1月
供給力
（万ｋＷ）

2月

3月

1,453 1,507 1,487 1,454

最大電力需要
1,347 1,484 1,463 1,296
（万ｋＷ）
供給予備率
（％）

7.8 1.5

1.6 12.3

＜今冬＞第74回 調整力及び需給バランス評価等に関する
委員会(6月28日)資料より抜粋

り、CO2 排出削減に向けた電源構成を追求している状況
にあります。以上のことから、老朽火力発電所や利用率の

まず週間の需給見通しをホームページなどで情報発信

低い火力発電所は休廃止へと進んできました。以前より

をしています。仮に 2 日後に東北電力エリアの予備率が

も縮小した供給力で需要を賄うため、発電所の計画的な

5％を下回ると見込まれる場合、東北電力と東北電力ネッ

メンテナンスが必要になりますが、需給ひっ迫が想定さ

トワークが「需給ひっ迫準備情報」を発信します。直近で

れる場合は、計画返上で長時間稼働させることもあり、こ

は 6 月 30 日に予備率が 5％を切ることが予想されたため、

れが発電設備のトラブル発生の一因にもなっています。

2 日前の 28 日に情報発信をしています。

当社固有の要因としては、3 月に発生した福島県沖地震

さらに翌日の予備率が 5％を下回ると見込まれる場合

による火力発電所が被災し、そもそも供給力が足りない

は、16 時を目途に国が、
「需給ひっ迫注意報」又は「需給

という事情もあります。

ひっ迫警報」を発令することとなっています。6 月 27 日の
東京電力管内の予備率が 5％を切る予想だったため、前日

当社では、太平洋側と日本海側に大型の火力発電所が

の夕方にひっ迫注意報が発令され、6 月 30 日まで連続し

立地しており、特に太平洋岸の火力発電所は東日本大震

て注意報が発令されました。厳しい需給状況が予想され

災、2 年連続の福島県沖地震でその度に大きな被害を受け

る場合、電力会社は追加の供給力の準備・発動を行った

ました。今年 3 月の地震でもこれら発電所は被害を受け、

り、無理のない範囲でできる限りの節電の協力のお願い

今でも 2 か所の発電所が止まっています。当社の原町火

したりして、消費と供給の両面での対策を講じ大規模停

力発電所は今月中旬に復旧しましたが、地震直後は福島・

電が発生しないよう最善を尽くします。

宮城の火力発電所が全て止まり、約 500 万 kW の供給力が

また、当社においては、日ごろから、電気の使用が増え

失われました。これは約 200 万世帯分を賄うのに必要な電

る時期に備え、発電所の安定運転に万全を期す様々な対

力に相当します。当社といたしましては、復旧した火力発

応を行っています。記載は、その一例です。特に、ロシア

電所を貴重な供給力としてしっかりと安定稼働させると

によるウクライナ侵攻で、燃料価格が高騰し、より厳し

共に、残る仙台火力の復旧と相馬共同火力の復旧に向け

い調達環境にあります。こうした中でも燃料不足によっ

た支援を行っているところであります。

て発電所が止まることを回避すべく、調達面での工夫を

日々の天候や需要動向を見ながら必要な電気を確保し
ていますが、電力の需給がひっ迫した際には、手順を踏ん

行っているところであります。また、今年は、お客さまに
節電へのご協力依頼も行っています。

でお客さまにアナウンスすることになっています。
当社では、6 月から 10 月まで夏の省エネチャレンジ
２．今年度の電力需給(3/8)

～太陽光・風力の特徴～

４

 太陽光・風力などの再生可能エネルギーは、気象条件で発電出力が変動。

出力比（実際の出力／定格出力）

 発電出力の変動した部分を、火力発電等で需要と供給のバランスを維持。
70

太陽光発電の出力イメージ

(%)

60

に登録いただいている方であれば、どなたでも参加でき
参加くださいますようお願いいたします。

晴れ

50

契約をいただいているお客さまで、
「よりそう e ねっと」
ます。詳細は本日お配りの資料をご覧いただき、是非、ご

風力発電の出力イメージ

15

キャンペーンを行っています。昨年より引き続き当社と
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以上を持ちまして、私からのスピーチを終わらせてい
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火力発電の出力イメージ
需要
（消費量）

「需要＝供給」となるように
「需要＝供給」となるように、火力発電等の出力を調整
火力発電などの出力を調整

火力発電を主とした調整
風力
供給
（発電量）

太陽光
ベース供給力

朝

昼

夜

│ ５ │

ただきます。ご清聴、有難うございました。

例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内

私のひと言

■ 8 月 11 日（木） 祝日（山の日）のため休会
■ 8 月 18 日（木）

福島に住んでちょうど 1 年。昨

12：30 〜「クーラクーリアンテ サンパレス」

年も着任まもなく大好物の桃を

【ガバナー公式訪問】
佐藤正道 様

RI 第 2530 地区

ガバナー

RI 第 2530 地区

県北第一分区

■ 8 月 25 日（木）

ガバナー補佐

買い、パラダイス気分で毎日過ご
したことを思いだします。

箭内一典 様

そして、今年も待ちに待ったこ

18：30 〜「エルティ」

㈱ドコモ CS 東北
福島支店長

高田博樹 会員

のシーズン。早生種から週を追うごとに異なる品種

【夜間例会】 ・納涼夜間例会

が出ては、直売所で箱買いしています。家庭用とは
言え、十数個の箱入りでも千円でおつりがくるのは
驚愕です。

入会式・メンター委嘱状交付

先日はふくあかりを購入、真っ赤な色づきでも、
硬い品種の様子。実家の母が、ガリガリ音がするほ
ど硬い桃が食べたい、と言っていたのを思い出し電
話したところ、秋田では探しても硬い桃が売ってな
い、いくらでも欲しい、とのこと。早速送り翌朝に
は到着したものの、硬くない桃に追熟していたらし
い。残念。
最近のコロナ急
拡大で今年も帰省
は足止め。旬を携え
て故郷に直接届け

■本多修一朗 様 第一温調工業㈱ 取締役
（紹介者 古俣 猛 会員）
（メンター 荻野誠也 会員）

ニコニコBOX報告

られる日が早く来
ますように。

●報告

大槻美恵子 委員

［メッセージ会員］

本日の投入額

37件

○中川 俊哉 会員

郡山のバンクシー展に続いて、若松で新選組展が始まりま

○大槻美恵子 会員

した。どっちも面白い！ ぜひお楽しみください。

昨年 7 月 29 日に入会させていただきましたので、明日から

晴れてロータリアン 2 年生となります。いつも大切にされてい
ると感じさせてくださった皆々様に心より御礼申し上げます。

○幡 研一 会員

本多修一朗様の入会を歓迎して。佐藤英典会員のスピーチ

に期待して。

○加藤 裕司 会員

母の葬儀に際し、お心遣い戴き感謝申し上げます。

○本多 修一朗 会員

本日入会させていただきます本田修一朗と申します。今後

○日下部 達 会員

本日、新会員スピーチを担当させていただきます。テーマ

ともよろしくお願い申し上げます。

は電力の需給について、です。今年の夏冬は電力供給が厳し

○芳見 弘一 会員

佐藤会員、日下部会員のスピーチに期待して。

い予想ですので、無理のない範囲で節電のご協力をお願いし
ます。

○相良 元章 会長

委員会活動が徐々に活発化してきましたね。コロナに負け

○後藤 忠久 会員

本多修一朗様の入会を歓迎いたします。

ず頑張って行きましょう！

○小林 仁一 会員

○他に 安藤健次郎／今津啓司／岡田新也／岡野友嘉／荻野

本多修一朗さんの入会を歓迎します。ロータリー活動を楽

しんでください。

誠也／五阿弥宏安／古俣 猛／佐藤充孝／佐藤美奈子／茂田

○佐藤 英典 会員

士郎／菅沼 裕／高田博樹／田沼紀美子／反後太郎／丹治正

○坪井 大雄 会員

八代大輔／藪 政勝／山内修平／横山 淳／吉田大樹

会員スピーチの機会をいただき、ありがとうございます。

博／仲尾雅至／畠山良平／藤井 守／村山成也／森岡幸江／

佐藤先生、日下部支店長のスピーチ、楽しみにしております。
│ ６ │

