
『都市ガスのお話』

　新会員　小川信次郎さん
　（西部ガス㈱	佐世保支店長）

　西部ガスは昭和5年に設立さ
れ、主に都市ガスの製造、供給及び販売を
行っています。
　供給区域は佐世保地区41,500戸をはじ
め、福岡地区、北九州地区、長崎地区（島
原）、熊本地区で約110万戸のお客さまに都
市ガスを供給しています。九州一円にガス
を供給しているように思われている方もお
られますが、先ほどの5地区の市街地を中心
とした地域です。
　ガスの原料：LNG（液化天然ガス）は海外よ
り輸入し、福岡や長崎のLNG基地で都市ガス
に加工しガスをお客さまに届けています。
　佐世保は長崎のLNG基地よりLNGローリ
ー車で輸送し、針尾にある佐世保工場で都
市ガスを製造します。LNGはマイナス162℃
で液体になりますが、これを気化すると600
倍になります。ローリーが10トン車の場合、
約12,000㎥のガスになります。これはおよ
そ400戸の家庭用のお客さまが1か月間で使
用する量です。季節により変わりますが、
ローリーは1日におよそ6台〜7台程度佐世保
工場で受け入れを行っています。
　佐世保工場からパイプラインでお客さまに
ガスをお届けし、家庭用、商業用、空調、
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工場用に使用されています。
　ガスの使用は家庭用が多く占めているよ
うに思われていますが、実際には工業用が
多く半分以上を占めています。
　天然ガスは油のように中東に集中してい
るのではなく、埋蔵は世界各地で確認され
ています。東日本大震災の後はLNGの安定
的な供給ができるよう、輸入先も増えてき
ました。
　LNGの特徴としては、まず化石燃料の中
で環境性に優れている点が挙げられます。
石炭、石油と比べ燃焼生成物等の発生が少
なく、二酸化炭素や硫黄酸化物の発生を抑
えることができます。
　また、LNGは一酸化炭素を含んでいませ
ん。燃焼領域は5％〜15％で空気より軽いた
め空気中に拡散します。
　また、LNGは無味無臭で、くさい臭いは
警告臭として腐臭したものです。弊社でつ
けている臭いは“玉ねぎが腐った臭い”で
す。この臭いはガス会社ごとに違っていま
すが、嫌な臭いであることは変わりませ
ん。いい匂いをつけているところはありま
せん。
　九州には28社、都市ガス事業者がありま
す。規模も違っており様々です。
　佐世保でガス事業が始まったのは1912年
です。今から102年前です。
　社史の中で記載されていましたが、8人の
発起人により設立されています。発起人は
市議、県議や地元の有力者です。当時は約



800戸のお客さまでしたが、使用される用途
（器具）は熱用として使われていたのは141個
で、燈用（明かり）として使われたのが1,979
個でした。今ではあまりありませんが、当
初ガスは主に明かりとして使われていたと
いうことがうかがわれます。
　今年11月には新工場が北九州の若松で稼
働し、さらに安定供給ができるようになり
ました。今後も安心してガスをお使いいた
だけるよう、体制を整備してまいりますの
で、よろしくお願いします。
　以上で、ガスのくさい話を終わります。

◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
◯ビジター
　金沢香林坊RC　小幡　謙二さん

	 会長　円田　　昭
　先週の例会後の4時から、新
会員セミナーと歓迎懇親会が
アイトワで開催されました。
担当されました委員会の皆様
と講師を務められました松本
英介さん、中村徳裕さん、ありがとうござ
いました。懇親会には多くの会員の皆様の
ご出席を頂き、新会員との交流親睦をして
いただきました。
　翌日の13日㈭に、ホテルオークラで長崎国
際大学ローターアクトクラブの公式訪問例会
が開催され、出席して参りました。
　地区ローターアクト委員会の古賀委員長、
ローターアクト吉井地区代表と立石幹事が出
席され、滞りなく公式訪問例会が進行し、
最後に古賀委員長に講評をして頂き終了い
たしました。素晴らしい会場と、若干の緊
張感がありながらも、和やかな雰囲気でと
ても楽しい例会でありました。
　15日㈯には、諫早文化会館で地区大会が
開催されました。当クラブからは41名の登録

をして頂きありがとうございます。午前10
時から開催された青少年の集いでは、西海
学園インターアクトクラブも出席し、他クラ
ブの活動報告等を見聞し、今後の活動の参
考になったものと思います。
　本会議では年間出席率100％クラブ表彰、
ロータリー財団年次寄付額1位、最多新規会
員クラブの表彰を受けました。これは前年
度の石井会長のご努力によるものと感謝申
しあげます。

	 金沢香林坊RC　小幡　謙二さん
　昨年、金沢と台南が姉
妹都市になりました。佐
世保RCは台南RCと交流
が古いと聞いています。
2016年5月、日台親善会
議が金沢で開催されますので、ご参加お待
ちしています。

	 幹事　納所　佳民
１．国際ロータリー第2740地区ガバナー
	 宮㟢　清彰さん
　　地区幹事	 森　栄一郎さん
　�2015年ロータリー国際大会ご参加及びツア
ーについて
　　ツアー：2015年6月3日㈬〜11日㈭
　　大　会：サンパウロ、ブラジル
　　　　　　2015年6月6日㈯〜9日㈫
　　基本ご旅行代金：
　　　　　　630,000円〜690,000円（予定）
　	（エコノミークラス利用、2名1室利用）

　第１期申し込み期限：12月5日㈮
　　　　　　　　　　　月信12月号に掲載
　参加申し込みは2740地区ガバナー事務所

２．第2740地区ガバナー事務所
　　	ホームページ更新のお知らせが届いて
おります。
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幹 事 報 告

会 長 報 告

例 会 記 録

ごあいさつ



	 親睦活動委員会　古賀　　巖

金沢	香林坊RC　小幡　謙二さん
　本日は突然の訪問、失礼いたします。
　再来年、日台親善会議が金沢で開催され
ます。昨年、金沢と台南が姉妹都市になり
ました。郷土の偉人、八田與一氏がご縁で
す。九州におかれては、佐世保RCは台南と
の交流が最も古いクラブとお伺いしており
ます。多くのご参加をお待ちしております。

遠田　公夫さん
　今週末は佐世保文化ウィーク、アルカス
SASEBOにて演劇、コンサート、その他
数々のイベントが開催されます。不肖、私
は佐世保民話の紙芝居を、佐世保弁と英語
弁で演じます。特に、英語紙芝居は九州初
です。
　23日㈰は、朝10:00と昼12:30、24日㈪は、
朝10:00と夕方5:00が出番です。是非、お孫
さんや小さなお子様とお出掛けください。

円田　　昭さん、平尾　幸一さん
納所　佳民さん、髙瀨　宏滋さん
米倉洋一郎さん、大久保利博さん
前田　文智さん、山縣　義道さん
増本　一也さん、坂元　　崇さん
松尾　　貴さん、吉田　英樹さん
長富　正博さん、松尾　文隆さん
木村　公康さん、古賀　　巖さん
有薗　良太さん、松原　　健さん
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３．地区ローターアクト代表	吉井　将平さん
　　地区幹事	 立石　健悟さん
　「	ローターアクトニュース10月号」が届いて
おります。

■青少年奉仕委員会	 委員長　大久保利博
　平成26年11月13日㈭	 19:00
より、長崎国際大学ローターア
クトクラブの公式訪問例会が参
加者30名で行われました。

■親睦活動委員会	 委員長　長富　正博
　本日、ロータリー劇団のリ
ハーサルを行います。ご出席
よろしくお願いします。

■インターアクト委員会	 菅沼宏比古
青少年の集い報告
　日時／2014年11月15日㈯		
　　　　10:00〜11:00
　会場／諫早文化会館	1F
　　　　中ホール

　◦歓迎挨拶	 青少年奉仕統括委員長
　◦来日学生プレゼンテーション
	 国際青少年交換委員長
　◦活動報告	 鎮西高校IAC
　◦米山親善大使	 尤　銘煌

○永年会員表彰
　佐々木秀也さん（41年）
　安部　直樹さん（36年）

○出席100％表彰
　富永　雅弘さん（17回）

委員会報告

ニコニコボックス

慶　　　祝



山口　剛史さん、石井　正剛さん
黒木　政純さん、中川　知之さん
円田　浩司さん
　小川会員の卓話に期待して。

平尾　幸一さん
〜地区大会表彰式のできごと〜
　11月15日の地区大会で、円田会長の代理
でクラブ表彰に登壇しました。舞台の袖か
ら3歩進んだところで、客席から立ち上がっ
た会長と目が合い、足が竦んでしまいまし
た。宮㟢ガバナーが怪訝そうに私を見つめ
ておられるのに気づいて、ふっと我に返
り、表彰状をいただきに歩き始めました。
私の携帯メールの不具合が原因とはいえ、
会長の晴れの舞台を奪ってしまい、申し訳
ありませんでした。

佐々木秀也さん、富永　雅弘さん
　永年会員表彰および出席100％表彰ありが
とうございます。

古賀　　巖さん
　いよいよ明日6:00より「きらきらフェステ
ィバル」の点灯式です。1カ月間以上準備し
てきましたが、まだまだ完成しておりませ
ん。今日と明日の午前中が勝負です。
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クラブ会報委員会 委 員 長　坂元　　崇　　 委　員　松瀬　茂雄 ・ 川口　博樹
副委員長　中川　知之　　 　　　　池本　仁史 ・ 山口　剛史
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（今週の担当　山口　剛史）
（カメラ担当　岡村　一郎）

＊12月  例会卓話者予定＊

12月３日	 新会員　吉澤　俊介さん
	 　㈱親和銀行	頭取

12月10日	 させぼパール・シー㈱　
	 　代表取締役　中島　正美	様

12月17日	 佐世保海上保安部
	 　部長　藤本　裕之	様

12月24日	 調整中

12月31日	 指定休会日

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊
日時／12月10日㈬		17:15〜	に変更
　　　	３日㈬（学校行事の為）、17日㈬（修学旅行の為）

休会
会場／西海学園高等学校	記念館	会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／11月27日㈭　18:30〜
　　　12月11日㈭　18:30〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊	西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊	RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

委　員　池本　仁史 ・ 川口　博樹
　　　　岡村　一郎 ・ 山口　剛史

ニコニコボックス	 本日合計	　33,000 円

	 累　　計	 506,000 円

◇


