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Weekly Report 
「ロータリーライフを楽しもう」  

～ サービスを通して ～ 

本日の例会 第６グループ 牛島義亮ガバナー補佐訪問 例会            次回例会  親睦活動委員会 

 《会員卓話》 

「九州電力 玄海原子力発電所の安全対策について」 

                                 田実貞昭会員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成 23 年 3 月に発生した東京電力㈱福島第一原子力

発電所の事故を教訓として、国は、原子力発電所に対

する、新たな規制基準策定に約 2 年をかけ、平成 25
年 7 月に「世界でも最も厳しい水準にある新規性規

準」を施行いたしました。 
玄海原子力発電所 3･4 号機は、その適合性審査を受

けるため施行直後の 25 年 7 月、国に申請をいたしま

した。新規性基準には 3 つあり、その一つ基本設計

に当たる「原子炉設変更置許可」について、今年 1
月 18 日に申請から 3 年半を経て許可をいただきまし

た。現在は残りの 2 つ「工事計画」「保安規定」につ

いて審査を受けているところです。 
佐世保市は玄海発電所から 30km 圏内に一部が入り

ます。当社との安全協定は佐賀・福岡・長崎県の 30kW
圏内、佐世保市を含むすべての自治体と安全協定を締

結しています。国の審査状況や安全対策に対する佐世

保市民の関心は高いと思っています。  

この度、原子炉設置変更許可が下りた事から、関係自 
治体の住民説明会を 3 月から 4 月にかけて佐賀、福

岡、長崎県において県の主催により開催されました。 

佐世保市では 3 月 18 日江迎町文化センターで開催し

ております。本日は、この住民説明会で使った資料に

より説明をいたします。 
原子力発電に対しては、「推進」、「徐々に削減」、「す

ぐに閉鎖」など様々なご意見があります。昨年、職業

奉仕委員会行事で玄海原子力発電所に見学会に行か

れた方もありますが、最新の情報として、本日は多く

の会員の方に、原子力発電に対する、審査状況や安全 
対策などご説明し、地球温暖化問題や資源が少ない日 
本特有の事情などエネルギー全体における原子力発 
電の役割など、合わせてお考えいただく機会になれば、

幸いです。 
では、本日の説明は、以下の項目になります。 

原子力発電所の概要 
新規性基準適合性審査の対応状況 
安全性向上への取組み 
自然現象等への対策 
安全対策 
運用管理面の対策 
玄海原子力発電所の運用性向上の取組み 
地域の皆様の安全･安心に向けて 
防護措置と被ばく線量 ほか 
 終わりに、当社は皆様に安全･安心をいただけるよ

う、玄海 3,4 号機の再稼動に向けて万全を期し、残さ

れた審査及び点検・検査を進めてまいります。 
新規性基準を遵守することはもちろんのこと、更なる

安全性・信頼性向上への取り組みを自主的かつ継続的

に進め、今後とも原子力発電所の安全確保に努めて 
まいります。 
 

DISTRICT 2740 SASEBO NORTH ROTARY CLUB  

 会長/藤井良介 幹事/宮﨑有恒    例会場/佐世保市島瀬町 7 番 7 号   西沢本店 8Ｆカトレアホール（毎週月曜日） 

 創立/1984.4.16  認証/1984.5.14  事務局/佐世保市上京町 6番 21 号  上京ビル 4階 TEL 0956-22-7144  FAX 0956-22-1201 

E－mail office@sasebonorth.org  Web http://www.sasebonorth.org 

  

佐世保北ロータリークラブ 2016～2017 年度  ＲＩ長 / ジョン F.ジャーム   ガバナー/﨑永 剛 

【本  日】会員数 43 名 出席 25 名 欠      席  5 名 出席規定免除会員（13）出席 7 名  ビジター 0 名 出 席 率  86.49％

【前々回】会員数 43 名  出席  28 名 メークアップ 1 名   出席規定免除会員（13）出席 9 名        修正出席率  97.44％ 



《会長挨拶》          

藤井良介 会長 

本日の卓話は、田実貞昭会員による「玄海原子力発電

所の安全対策」についての会員卓話です。謹んで拝聴

したいと思います。 

玄海原子力発電所には職業奉仕委員会による「職場訪

問」で大変御世話になりありがとうございました。 

先週の月曜日、5 月 22 日の例会終了後 16 時 30 分よ

り佐世保高専にて、初めてのインターアクトクラブ例

会が開催されました。クラブからは宮崎幹事、村瀬会

員、公門会員 3名が出席され、又高専からは 22 名の

インターアクターが出席されました。参加された会員

御苦労様でした。今後とも月に１回の例会があります

ので会員の皆様にも参加出来る方は、よろしくお願い

致します。 

先週の土・日曜日（5月 27 日～28 日）佐賀県黒髪少

年自然の家にて、第 38 回 RYLA が開催されました。御

世話頂いた宮崎幹事、松尾奉仕プロジェクト青少年委

員長御苦労様でした。又、高専学生の参加は 5名でし

た。後程、松尾会員より報告があると思います。 

今週の土曜日（6月 3日）は石盛で第 6回北斗会が「取

り切り戦」を兼ねてあります。「佐世保ごたる」で懇

親会を行いますのでよろしく御願い致します。 

 

 

《幹事報告》 

蒲池芳明 副幹事  

1.例会変更 

 

・佐世保西ＲＣ  

6 月 27 日（木）12：30→6 月 23 日（金）18：30～ 

弓張の丘ホテル（新旧役員交代式のため） 

       

2.来信 

 

・国際ロータリー日本事務局 

6 月 ロータリーレート 1 ドル＝110 円 

 

・ガバナー事務所 

①「重粒子線がん治療」出前講座のご案内 

ﾃｰﾏ：「心と身体にやさしい重粒子線がん治療」 

②2017 年アトランタ国際大会地区ナイトについて 

  日時：2017 年 6 月 11 日（日）18：00～  

場所： 未定 費用：お一人 30,000 円 

③第 27 回日本ロータリー親睦ゴルフ北海道大会の

ご案内   5 月 31 日締切り 

日時：平成 29 年 6 月 23 日（金） 

午前 7時 14 分スタート  

会場：札幌国際カントリークラブ 島松コース  

プレイ代：15,000 円程度  

参加登録費：15,000 円 

・ガバナーエレクト事務所 

①「2017～2018 年度 地区クラブ奉仕委員会  

年間計画と方針 打ち合わせ会議開催のご案内」 

 期日：2017 年 6 月 17 日（土）13：00～   

各委員会会議 15：00～ クラブ奉仕全体会議 

   場所：東彼杵教育センター 研修室（1～4室） 

 ②資料 

1.会長テーマ・会長賞  

2.ﾎﾟﾘｵに関するﾎﾟｽﾀｰ   

3.会員増強のための評価ツール 

4.新会員オリエンテーション   

5.元気なクラブづくりのために   

6.ロータリー米山  豆辞典 

7.クラブ米山記念奨学委員長の手引き   

8.米山学友の群像 vol.5 

 

・地区大会事務局 

地区大会記念誌掲載名簿確認のお願い 

   

・佐世保東ＲＣ 

 佐世保東ＲＣ創立 50 周年記念式典のお礼状 

 

3.伝達事項  

①5/30（火）18：0 よりグランドﾌｧｰｽﾄｲﾝ佐世保にて 

第 6回次年度理事会が開催されます。 

②委員会活動報告書・計画書の提出は本日までとな 

っておりますので、まだの方はよろしくお願い致し

ます。 

③本日、第 10 回理事会議事録を皆さんのセルフ BOX 

へ入れております。 

④会員名簿、職業分類、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽの変更等がある方は

本日までに事務局へご連絡をお願い致します。 

⑤6/5（月） 次回例会は第６ｸﾞﾙｰﾌﾟ牛島義亮ガバナー

補佐訪問例会です。 

                            

《委員会報告》 

 

松尾重巳 奉仕プロジェクト青少年委員長  

5 月 27～28 日に第 2740 地区第 38 回 RYLA が佐賀県 

黒髪少年自然の家にて開催されました。 

佐世保高専の学生5名（うちインターアクト生 1名）

と宮崎幹事と共に参加しました。1日目は HUG 研修（H

＝Hinanzyo 避難所 U=Unei 運営 G＝Game ゲーム）災

害時を想定した避難所の運営を考える事を模擬体験

するゲームを手段としてリーダー養成並びに相互理

解を深めるための研修でした。多少、難解な部分もあ

ったそうですが、ためになったそうです。 

2 日目は特別講演として植松電機 植松努氏の講演で

した。彼は中小企業ながらロケット開発を手掛けてい

る「下町ロケット」のモデルとなった方でしたが、ど

ちらかと言うと教育者の様な方でした。青少年の健全



講演者 な成長のためには「夢を持たなければいけない。」 

「周囲はその夢の芽を摘んではいけない。」「ずっと夢

を持って進んで行けばいつかはその夢に（もしくはそ

の周辺に）辿り着く」と言うものでした。少し元気を

もらいました。  

ロータリー国際大会の醍醐味の一つは、世界中から招

かれるゲストによる素晴らしい講演が聞けることで

す。 同時通訳が次の言語で提供されます：日本語、

英語、フランス語、イタリア語、韓国語、中国語、ポ

ルトガル語、スペイン語（その他の言語については登

録者のニーズにより決定されます）。 

佐世保高専の学生さんも皆、非常にまじめで優秀な

方々でした。 

  

  

 ≪ニコニコＢＯＸ≫ 

クラブ会報委員会 委員長 /二ノ宮 健   委員 / 小西宗十 中山 誠 鳥越敏博 蒲池芳明   （記事担当 中山 誠）

本日の合計 33,000 円     累計 1,643,500 円 

 

            東田賢二 親睦活動委員  

  

藤井良介会長 永田武義副会長 宮﨑有恒幹事  

本日の卓話は田実会員です。よろしくお願い致します。  

先週末は RALA が開催され、佐世保高専ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ

より 5 名の参加がありました。お世話の松尾重巳奉仕

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ青少年ﾄ委員長、お疲れさまでした。 

 

 

 

  

福田俊郎会員  

 昨日、ハウステンボスで息子の結婚式が無事に済みま

したのでニコニコします。  

  

 古賀新二会員 

 田実会員の卓話楽しみで早起きしました。結婚祝の花

束ありがとうございました。同日、孫誕生の知らせで

びっくり！孫 10 人の大台にのせました。ニコニコし

ます。 

 

《 RI ニュース 》 

俳優アシュトン・カッチャーさんが国際大会で講演 

アシュトン・カッチャー   
写真提供：Nigel Parry  蒲池芳明会員 

俳優、慈善家、テクノロ

ジー分野への投資家、

「Thorn」の共同創設者

であるアシュトン・カッ

チャーさんが、アトラン

タで行われるロータリ

ー国際大会の「現代にお

ける奴隷の終焉」のパネ

ル討論に参加することとなりました。このパネル討論

は、6 月 12 日（月）の第 2 回本会議の中で行われま

す。カッチャーさんが創設したThornは、性的目的の

児童人身売買、児童ポルノの製作と拡散、児童の性的

搾取といった問題において、テクノロジーが果たす役

割に関する研究を行う非営利団体や学術組織と協力

しています。Thornは研究結果を基に、これらの問題

に対処するツール、システム、方策を構築する活動を

行っています。ほかのパネリストとして、ボブ・コー

カー米国上院議員、International Justice Mission

最高責任者のゲイリー・ホーゲン氏が参加し、モデレ

ーターはアトランタ国際大会推進委員会アドバイザ

ーのボブ・ホープ氏が務めます。 

本日は宮﨑幹事の代行を務めます蒲池です。お手やわ

らかに幹事報告を聞いて下さい。田実貞昭会員の卓話、

楽しみに拝聴いたします。よろしくお願いします。 
 
 

豊島揆一会員   平石晃一会員   二ノ宮 健会員  

小西宗十会員   宮原明夫会員   中山 誠会員  

中野雄一郎会員  湯口純二会員   近藤竜一会員  

峯 徳秀会員     森   豊会員    牧野博一会員  

松尾重巳会員    渡会祐二会員    松田信哉会員  

公門新治会員    船津  学会員   八木順平会員  

松田亜由美会員 

本日は田実会員の卓話を楽しみに拝聴いたします。よ

ろしくお願い致します。 
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