
会長　中島　祥一君
先日の観桜例会から1週間、桜の花も散り

葉桜となり山笑う季節となりました。この1
週間にも様々な劇があり、それぞれ感慨深い
ものでした。
いよいよ、明日からラホヤロータリークラ
ブ60周年式典と姉妹クラブ再締結に出発いた
します。2000年以来久しぶりの訪問でありま
す。サンディエゴは人口282万人、男140万、
女142万の都市で佐世保の姉妹港でもありま
す。かつてその沖でアメリカンカップヨット
レースが行われました。この時（1995年）ア
メリカから出たことのない（実は1983年に一
度取られてオーストラリアヘ行き、1987年再
び戻ってきた）アメリカンカップが、ニュー
ジーランドヘ持って行かれた事は有名です。
それ以来はアメリカに戻っていません。今は
なんとスイスがアメリカンカップをもってい
ます。

○ロータリーソング「四つのテスト」

幹事　富永　雅弘君
１．国際ロータリー
「rotarian」誌4月号

２．第2740地区ガバナー 田口　　厚君
米山記念奨学委員会委員長 高木　正隆君
2007～08年度米山カウンセラー研修会・奨
学生オリエンテーション開催のご案内
開催日／平成19年5月26日貍

12:00～15:00
場所／ホテルグランドパレス諫早
対象者／米山奨学生・米山カウンセラー

３．第2740地区ガバナーエレクト
野口　　清君

①大神邦明会長エレクトヘ
PETSの修了証

②次年度R財団委員長 森永　　太君
蠢．「ロータリー財団2007～08年度寄付増
進クラブ目標報告書」提出について
（お願い）
提出日／5月1日締め切り
蠡．「ロータリー財団地区補助金プログ
ラム申請書」の提出について
提出期限／5月末日迄

③2007～08年度月信担当
山下　雄司君、山本　康徳君

次年度幹事ヘガバナーマンスリーの原稿
執筆のお願い
ガバナー公式訪問とクラブ紹介
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４．佐世保北ロータリークラブ
会長　古賀　新二君

社会奉仕委員長 近藤　竜一君
3月19日　障害者雇用優良事業所及び優良
勤労障害者表彰式お礼状と記念写真

５．佐世保市立図書館 館長　宮崎　隆夫様
佐世保RC創立50周年継続記念事業の図書
購入目録とお礼状

６．佐世保工業高等専門学校
校長　井上　雅弘様

「日中相互交流による実践的若年技術者の
育成～2006年度成果報告書～」の送付

７．佐世保東RC40周年記念式典出席
4月7日貍 ハウステンボスJR全日空ホテル

８．クラブの会員名簿をセルフBoxへ配布し
ています。姉妹クラブへも送付。

■安倍　直樹パストガバナー
4月21日夕方から4月29日まで

規定審議会に出席の為、アメリ
カ・シカゴに行ってきます。

■青少年活動委員会 委員長　三浦桂一郎君
4月8日唐津ロイヤルホテルに

て、唐津中央ロータリークラブ
ホストで、第28回RYLAが開催さ
れました。飯田社会奉仕委員長、
増本新世代担当理事、私三浦が出席し、長崎
国際大学ローターアクトから5名出席し、総
勢100名程の参加でした。

■世界社会奉仕委員会 委員長　田中丸善弥君
明日早朝よりラホヤロータリー

クラブ訪問に行ってまいります。

■職業奉仕委員会　委員長　橘F 克和君
5月16日貉 14時より職場訪問を実施します。
佐世保市中央卸売市場干尽市場

朗遊会　幹事　芹野　隆英君
4月28日貍 朗遊会を開催します。
11:50 スタート　佐世保カントリークラブ

親睦活動委員会　山本　　聡君
○今月の誕生祝い

円田　　昭君（5日）
峯　　博之君（25日）
遠田　公夫君（26日）
玉野　哲雄君（26日）
山縣　義道君（28日）

例会委員会　委員長　米倉洋一郎君

安倍直樹パストガバナー
規定審議会出席の為4月21日の夕方に発ち、
アメリカ・シカゴに行ってきます。4月29日ま
でホテルかんずめです。元気で行ってまいり
ます。

外間　雅広君
敬愛する佐世保ロータリークラブの皆様、

ご声援誠に有りがとうございました。残念な
がら結果を出すことができず「改革のスロー
ニン」となってしまいました。人生、これを
「コヤシ」に再生いたします。感謝を込めて
ニコニコします。

松本　英介君
（ロータリーの亡き先輩に手を合わせ）
私「青二才だった私がようやく出世して、先
週花見の宴で乾杯の音頭役をつとめまし
た。」
亡先「エッ、モーソンナニネ、ナニ花見ノ乾
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委 員 会 報 告

朗 遊 会 よ り

慶　　　祝

ニコニコボックス



杯!! ソリャイカン、用心シナサレ……チルノ
ガハヤイ。」

芹野　隆英君
本日、ホストファミリーをしたという事で、
クラブより、「おねぎらい」を頂戴しました
ので、恐縮しつつもニコニコします。
ラホヤに行く前日に頂戴するという事で、

一抹の不安を感じますが、責任もって、まっ
すぐ家内に渡したいと思います。

平尾　幸一君（新入会員）
先週、花見をしました。満開で花吹雪が見
事でした。

安福鴻之助君、F田　俊夫君、米倉洋一郎君
吉松　哲範君、福田　金治君、黒木　政純君
山本　　聡君、宮内　一郎君、石井　正剛君
吉富会員の卓話に期待して。

玉野　哲雄君、山縣　義道君
誕生祝いありがとうございます。

吉松　哲範君、外間　雅広君、原口　増穂君
3月の結婚記念のお祝いありがとうござい

ました。

石川県沖地震の義援金をニコニコボックスへ
おねがいします。

プログラム委員会　安福鴻之助君

姉妹クラブ「ラホヤロータリー
クラブとの交流」
明日から会員・家族総勢20人

がラホヤRCの創立60周年のお祝
いに出かけられますので、同ク
ラブとの交流についての話を致します。

今から22年前、1985年6月、ラホヤRC国際
奉仕委員長ジェイムズ・D・ケンドリック氏
から七熊太郎会員宛に姉妹関係締結を打診す
る私信が届いたのがそもそものきっかけ。
これは既に佐世保南RCと姉妹クラブ関係

（現在は解消）にあったポイント・ロマRCの
会員、キャプテン・リンジィ…元米海軍佐世
保基地司令で、佐世保RC名誉会員…の紹介
によるもの。
1985年11月、菅沼会長、立石幹事の年度に
七熊氏が渡米し相手の意思を確認した上で、
（1986年3月の理事会で姉妹関係締結を決議
し、1月に逆上り）4年間の契約をした。
1990年1月より更に4年契約延長した上で

1990年5月に初めての訪問団が渡米した。
その時のメンバー
松尾恒司会長エレクト（以下次期を省略）
安福鴻之助幹事
中島祥一副幹事
（中村克介国際奉仕委員長）
辻　昌宏青少年奉仕担当理事
（七熊太郎R財団委員長）
池田　豊出席委員長
（古賀純一広報委員長）ら8人。
1991年4月の佐世保RC40周年式典への出席
を要請した。
1991年4月、チャールズ・ディックjr 直前会

長以下4人が、佐世保RC40周年式典に出席。
それから互いの周年式典に出席するなどの
交流が始まり、当初は子弟の短期ホームステ
イ交換なども行っていました。
1992年5月 加納会長以下12人
1993年6月 ゴードン・R・ナイト会長エレクト

来訪
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ニコニコボックス 本日合計 27,000円

地震義援金 合計 53,000円

累　　計 820,000円

◇

ロータリー3分間情報
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1994年5月 辻田会長以下13人
1996年10月 佐世保RC45周年に10人来訪
1997年4月 ラホヤRC50周年に23人

武井会長ら。
2000年5月 田中丸P.P 以下4人
2000年10月 佐世保RC50周年に6人来訪
2007年4月 今回が訪問団としては5回目

〔サンディエゴ〕
アメリカ西海岸最南端（メキシコとの国境
まで1時間もかからない）に位置し、カリフ
ォルニア州ではLAに次ぎ2番目の大都市で
す。（サンディエゴ郡280万人）
サンディエゴ港と佐世保港は姉妹港
米海軍洋上艦隊司令部がある
プロ野球
サンディエゴ・パドレス
フットボール フランチャイズ

チャージャーズ

〔ラホヤ（La Jolla）〕
サンディエゴのダウンタウンから北へ11マ
イル（18㎞）、片側4～5車線のハイウエイを

15分程の距離にある。
太平洋に面し、変化に富んだ海岸線や背の
高いパームツリー（やしの木）の小さな街だ
が、高級ブティックやギャラリーが軒を並べ
る美しい街である。景観や雰囲気を楽しむ街
でラホヤとはスペイン語で「宝石の街」を意
味する。
芸術家や、ネイビーをリタイアした人たち
が多く住み、スキューバダイビングやリゾー
トを楽しむ観光客で賑わう街である。
波で侵食されて複雑に入り組んだ崖の上に
立つ、ピンクの壁が美しいスペイン風のバレ
ンシアホテル（コラソンホテルに似た感じ）
が例会場である。

〔ラホヤロータリークラブ〕
サンディエゴ郊外の高級住宅街、ラホヤを
テリトリーとするクラブ。
1947年（昭和22年）創立
（佐世保RCより4年古い）
チャーターNo. 6585
会員数：約130人　　例会日：火曜日









卓　　話

『風力発電の現状と課題』

会員　E富　誠也君

1．風車の歴史

19世紀半ば以前
帆船や水車の利用は盛んだったが、風車は
使われなかった
19世紀半ば～1960年代
農村などで揚水用風車が活躍
1869年
アメリカ人経営牧場の給水用風車（横浜・根岸）
1910～1930年頃

19世紀末～1960年代
風力発電の登場と大型化挑戦の時代
風車の電気エネルギー供給源としての利用
1981年
風力発電の登場（デンマーク国立風力研究所）
10～20kWの4枚羽根オランダ型風車（直流
発電）
1908年72台→1918年120台→第1次大戦後減少

200kW風車
（デンマーク）

山田風車
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関東から関西にかけて農業用揚水風車の使
用拡大
1923年
伊吹山山頂で最初の風力発電試験
1930年頃
ドイツ製風車などの風力発電利用が始まる
1938年（S13）
稚内の漁村に山田風車登場（200W2枚翼、直流）
1943年までに200台以上が設置された。
終戦後、優秀性と実用性が認められ、広く普及
した（5000台以上）

（石油危機以降）
1978年（S53）
通産省「サンシャイン計画」開始
1980年（S55）
40kW香焼風車（MHI、3枚翼）
1982年（S57）
300kW知名風車（九州電力、MHI、3枚翼）
1987年（S62）
MHI 250kW風車輸出（米国へ57台）
1990年（H2）
250kW甑島風車（九州電力、MHI、3枚翼）
1992年（H4）
250kW NEDO 宮古島風車（MHI 1993年1台
増設）
1992年（H4）
275kW×5台竜飛ウィンドファーム（東北電
力、MHI）
1992年（H4）
電力会社が風力発電の余剰電力購入開始
1995年（H7）
風力発電事業の誕生（高知県企業局）
1998年（H10）
電力会社が事業用風力長期購入開始
1999年（H11）
大型ウィンドファームの誕生
（北海道・苫前、1000kW×20台）
2000年（H12）
累積導入量が10万kWを突破

2004年度末現在の累積導入量：約93万kW

1940年
60kW風車（ナチス占領下のデンマーク）
16台→1944年88台→第2次大戦後減少
1957年
200kW風車（デンマーク）
3枚翼（直径24m）、交流発電機
電力系統に連系、10年間実用された
1957年
100kW風車（ドイツ）
FRP翼の初採用、3枚翼（直径34m）

1960年代に石油の時代到来
石油価格安定で風力発電の導入停滞

1970年代～現在
風力発電の発展と存在価値確立の時代
石油危機をきっかけに再び復活

地球環境問題の提起で「求められる技術」に
変身

1978年
パーパ法制定（アメリカ）
1980年
テハチャピウインドファームの誕生（アメ
リカ）
1990年代前半
ヨーロッパ北部で導入進展
洋上風車の登場（デンマーク 450kW×11台）
1990年代後半
600kWクラスの実用化、ヨーロッパの導入
加速、導入地域拡大
1999年
累積導入量が1000万kWを突破

（最近の動向）
導入急加速、メガワット級風車が増加
ヨーロッパ北部は洋上風車導入拡大

2004年末現在の累積導入量：約4800万kW
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2．風車の型式と出力

3．火力発電のしくみ

ボイラーで化石燃料を燃やして高温高圧の
蒸気を作り、蒸気タービンを駆動。連結して
いる発電機が60rpsで回転し、電気をつくる。

4．加圧水型炉（PWR）原子力発電のしくみ

核分裂の熱で加圧された水を高圧・高温蒸
気、蒸気発生器で熱交換された蒸気でタービ
ンを駆動。
藺世界最大の風車は5,000kW
ドイツ：リパワー社製
ロータ直径：126m
タワー高さ：120m
藺日本最大の風車は2,400kW
三菱重工製
ロータ直径：92m
タワー高さ：67m

5．風力発電導入状況

1）世界の風力発電導入状況（2004年末現在）
設備容量合計：約4,800万kW

再生可能エネルギー導入に積極的な欧米
を中心に導入が進んでいる。

2）国内における風力発電導入状況

藺設備容量合計：927MW
藺設備台数：924台

大陸からの冬期季節風の影響が大きく、東
北地方、北海道及び九州への導入量が多い。

電　力　会　社 
会社名 導入量〔kW〕 導入量〔kW〕 導入量〔kW〕 

北海道電力 1,580.0 168,505.0 170,085.0 
〔17万kW〕 

東 北 電 力  3,391.5 363,650.0 367,041.5 
〔36.7万kW〕 

九 州 電 力  3,250.0 184,960.0 188,210.0 
〔18.8万kW〕 

民　間 合　計 

（2005.3末現在） 
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3）九州における風力発電導入状況

藺設備容量合計：188MW
藺設備台数：173台

九州では、冬期季節風が支配的であり、東
岸の鹿児島県や長崎県へ設置が集中してい
る。（2県で九州の約62％を占める）
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（今週の担当　古賀　　巖）

クラブ会報委員会 委 員 長 古賀　　巖　　委　員 小川　　洋・長富　正博
副委員長 隈元　勝則 松尾　文隆・町　　　孝

6．今後の方向性

鹿児島県長島地点（出水郡長島町）におい
て、平成20年10月の運転開始を目指して風力
発電所の建設を進めている。

〔長島風力発電所の概要〕
藺開発規模：50,400kW（2,400kW×21基）
藺年間発電電力量：約1億kWh
藺事業会社：長島ウィンドビル株式会社

（出資者：九州電力、九電工）

燃料別発電電力量の推移（九州電力）

日負荷曲線と月間最大電力の推移（九州電力）
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