
 

 

 

 

 

 

 

第 1854 回例会  

平成 27 年 11 月 30 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

 
１．開会点鐘       

２．ロータリーソング  「それでこそロータリー」 

３．ゲスト紹介    

三菱電機住環境システムズ株式会社 

和歌山支店 部長 河野 行雄 様 

同 空調冷熱課 小川 雅義 様 

一般社団法人関西電気管理技術者協会 

和歌歌支部長 赤井 一義 様 

４．出席報告 

会員総数 49 名  出席者数 30 名 

  出席率 61.22 ％ 前回修正出席率 63.27 ％ 

 

５．会長スピーチ      会長 阪口 洋一 君 

皆さん今日は。三菱電機の河

野様、赤井様、小川さま海南東

ロータークラブにお出でいただ

き有難うございます。後ほど、

卓話よろしくお願いいたします。 

28 日の地区青少年交換委員

長会議に地区委員長の中西さん

と中村さん、出席していただき

有難うございました。19 日の海

南３クラブ合同例会とガバナー公式訪問に多くの会

員の方に出席頂きありがとうございました。３クラブ

で 70 数名のロータリアンが親しく語り合う例会は本

当に良かったと思います。21 日の土曜日に、御坊南

ローターの創立 40 周年記念式典に出席いたしました。

大勢のお客様がお出ででしたが、御坊南クラブの姉妹

クラブである宮崎県の都城西ローターから 18 名の会

員の方が出席されておられました。当クラブも宮崎中

央ロータリーと親しくさせていただいているので、会

長さんともお話しいたしましたがとても親しみを感

じました。85 歳の会員の方が来られておりとてもお

元気で、懇親会ではカラオケで上手に歌っておられま

した。このような催しや地区の会議でＩＭ２組の会長

さん達と親しくお付き合いさせて頂き、色々な情報交

換をさせてもらっております。これも会長をさせてい

ただいいているお蔭と感謝しております。 

台湾の彰化ロータークラブから悲しい知らせが入

っております。2012～2013 年度に会長をされた、易

東亮さん（MOVIE さん）が亡くなられたという知らせ

です。今月の 15 日に寺下さんに連絡が入ったそうで

す。54 歳の若さです。当クラブ名でお悔みのメール

を寺下さんに送っていただきました。今年の新春例会

で MOVIE さんの奥様にお会いし、MOVIE さんは来られ

なかったのですか、とお尋ねしたら主人は病気をしま

したがもう大丈夫ですとおっしゃっておられました

ので安心していたのですが、突然の訃報に驚いており

ます。MOVIE さんは当クラブと彰化東南クラブの友好

に非常に貢献された方で、優しく、親切で素晴らしロ

ータリアンでありました。数年前に花田さん、林さん

と共に台湾の山に登った時もずっと一緒に行動して

いただいき非常にお世話になったことを思い出しま

す。ご冥福をお祈り申し上げます。 

それから和歌山ダルクの和高さんから皆様にお礼

のメールが入っております。14 日にビッグホエール

で人権フェスタが開催され和歌山ダルクが参加いた

しました。皆様からご寄付いただいたバザーの商品は

お陰様で午前中に飛ぶように売れました。 

障害をお持ちの方も沢山買いに来てくださる事もあ

り、売上金額も今までの 高金額でした。何よりも買

っていただいた方が喜んでくださるのが嬉しく思い

ました。販売で得ましたお金は和歌山ダルクの運営費

に使わせていただきます。皆様には本当に心より御礼

申し上げます。 
 

６．幹事報告         幹事 横出  廣 君 
○例会臨時変更のお知らせ  
和歌山中ＲＣ 

12 月 4 日（金）→ 12 月 6 日(日） 

19：00～ アバローム紀の国 

（クラブ年次総会） 

12 月 18 日（金）→ 12 月 18 日（金） 

18：30～ ダイワロイネットホテル 

（クリスマス家族会） 

 粉河ＲＣ 

12 月 16 日（水）→ 12 月 16 日（水） 

19：00～ ダイワロイネットホテル 

（忘年家族例会） 
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 和歌山東南ＲＣ 

  12 月 16 日（水）→ 12 月 20 日（日） 

18：30～ ダイワロイネットホテル 

（クリスマス親睦家族例会） 

 岩出ＲＣ 

12 月 17 日（木）→ 12 月 17 日（木） 

19：30～ がんこわかやま六三園 

 （忘年例会） 

 和歌山北ＲＣ 

  12 月 21 日（月）→ 12 月 23 日（祝・水） 

18：00～ ホテルグランヴィア 

（年末親睦家族例会）  

 和歌山ＲＣ 

12 月 22 日（火）→ 12 月 22 日（火） 

17：30～ ホテルグランヴィア 

（忘年家族会） 

高野山ＲＣ 

 2016 年 1 月 8 日（金）→ 1 月 8 日（金） 

17：00～ 新年例会 

○休会のお知らせ 

 粉河ＲＣ      12 月 23 日（水）12 月 30 日（水） 

 高野山ＲＣ     12 月 25 日（祝・金） 

2016 年 1 月 1 日（金） 

 和歌山中ＲＣ  12 月 25 日（金）  

 和歌山北ＲＣ  12 月 28 日（月） 

 和歌山ＲＣ   12 月 29 日（火） 

                 2016 年 1 月 5 日（火） 

 和歌山東南ＲＣ 12 月 30 日（水） 

 岩出ＲＣ    12 月 31 日（木） 

○12 月ロータリーレート 

１＄＝１２０円 

 
７．地区からの委嘱状 
○青少年奉仕委員長、危機管理委員 中西 秀文 君 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８．委員会報告       

○青少年奉仕委員長        中村 俊之 君 

 11月 28日に地区のクラブ青少年交換委員長会議

に出席しました。 

○ロータリー財団委員長      楠部 賢計 君 

  11 月はロータリー財団月間です。ご寄付よろし

くお願いします。 

○国際奉仕委員長         深谷 政男 君 

  2016 年 5 月 29 日に開催されます「ソウル国際大

会」を配布の書面のとおり、ご案内させていただき

ます。登録料の関係もあり、12 月 10 日までにご返

事をお願いします。 

９．ゲスト卓話 

「電気の効率的な使用によるコスト低減について」 

三菱電機住環境システムズ株式会社 

和歌山支店 部長 河野 行雄 様 

同 空調冷熱課 小川 雅義 様 

一般社団法人関西電気管理技術者協会 

和歌歌支部長 赤井 一義 様 

○赤井 様 

 私達の協会は、自家用電気設

備と言いまして、6000V の高圧

で電力会社から、受電している

お客さまの電気設備の保安管

理を業務としており、設備の点

検、試験等を行っておりまして、

設備不良箇所の、早期発見によ

り、停電事故の未然防止に努め

ております。 

  本日は、私達と、三菱電機様、関西電力様との３者

で「電気の効率的な使用によるコスト低減について」

お客さまにご提案するため、定期的に勉強会をしてい

る関係で、三菱電機の河野部長、小川さんと３人で伺

った次第でございます。 

  従来から、地球温暖化防止のための、CO2 削減策と

して政府の方針により、省エネルギーを推進されてき

ましたが、平成２３年３月１１日の、東日本大震災で

福島第二発電所事故により、日本中の原子力発電所が

停止し、電力不足解消のため、さらなる省エネの取組

みが必要になってきました。また、電気料金が大幅に

値上げになり〈皆さま方の会社経営にも大きく影響が

でているのでは、ないかと思っております。昨日の新

聞報道において、和歌山県からこの冬の節電プランが

発表されております。（12 月～３月） 

家庭向けには、「家族でだんらん、こたつでミカン」

とのキャッチフレーズで エアコンを 20℃設定にし、

重ね着で対応、こまめな消灯、ＴＶの明るさを落とす、

冷蔵庫設定を弱にする等、の取組みが推奨されていま

す。企業向けには、「節電意識で業績アップ」とのこ

とで、職場の照明１割減使用していない場所は空調を

停止する等、の取組みが推奨されています。 

企業さま向けの効率的な電気の使用方法について

は、後程、河野からご説明 申し上げますが、電気料

金の削減策として、高圧で電気を購入している場合は

大電力を小さくする取組みも必要であります。現在

の電気料金の仕組みは主に、基本料金と電力使用料金

で成り立ってします。基本料金とは、 大電力×単価

で成り立っております。一度、 大電力が出てしまい

ますと、その数値で１２ケ月の基本料金が決まってし

まいます。その防止策として、同時に多数の機器を使

用しない、例えば、あまり使っていない機器や、部屋

のエアコンを使うときに注意が必要です。また、複数

の熱ヒーターのプレス機等は、一度に電源を入れてし

まいますと 大電力が出てしまします。 

タイマーでヒーターのスイッチを段階的に入れる

ことが必要です。特に冬場や休日が続いた時、ヒータ



ーが冷えているため、設定温度までに多くの電力が消

費します。このように少し使い方に工夫が必要ですが、

省力化策として 大電力（デマンド）監視装置で使用

電力を時間帯別に監視することができます。 

しかし、監視装置を付けても、電気の使用状態によ

り、あまり効果のない場合もあります。また高額な装

置を売りに来る業者もあり、必ず担当している電気管

理技術者に相談して下さい。また、一度設備を点検し

てみることも必要です。例えば、コンプレッサーの空

気漏れがないか、エアコン、ボイラー等の、断熱部分

が破損や劣化で、熱が逃げていないか、断熱部が劣化

していれば、冷気や熱の漏れにより、効率が悪くなり

ます。計画的な修繕や取替が一時的には、費用がかか

りますが、結果的には、コスト低減になると思います 

○河野 様 

 私は、昭和４６年４月 関西

電力株式会社入社 海南発電

所､御坊発電所の建設および

運営に従事し、エネルギー管

理士、公害防止管理者に選任

され、平成１３年６月から同

社和歌山支店お客さま室でエ

ネルギー診断、省エネルギー

提案業務に従事しました。そ

の後、平成２４年１２月 同社を定年退職。平成２６

年４月に三菱電機住環境システム株式会社に入社し、

公的補助金を活用した省エネルギー改修の提案業務

に従事しています。 

 まず、お手元のカタロ

グの改正省エネ対策法に

ついてご説明します。「エ

ネルギーの使用の合理化

等に関する法律」（以下

「省エネ法」という。）は、

石油危機を契機として昭

和５４年に制定された法

律であり、 「内外におけ

るエネルギーをめぐる経

済的社会的環境に応じた

燃料資源の有効な利用の

確保に資するため、工場

等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギ

ーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の

平準化に関する所要の措置※１その他エネ ルギーの

使用の合理化等を総合的に進めるために必要な措置

を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄

与すること」を目的 としています。 

 今回の法改正により、これまでの工場・事業場単

位のエネルギー管理から、事業者単位（企業単位）で

のエネルギー 管理に規制体系が変わります。したが

って、事業者全体（本社、工場、支店、営業所、店舗

等）の 1 年度間のエネルギー使 用量（原油換算値）

が合計して �1,500 以上であれば、そのエネルギー使

用量を事業者単位で国へ届け出て、特定事業者の指定

を受けます。 

エネルギーを使用して事業を営む者は、省エネ法の

下、エネルギーの使用の合理化に努めるとともに、電

気の需要の平準化に資する措 置を講ずるよう努めな

ければなりません。エネルギーの使用の合理化及び電

気の需要の平準化を推進するための一般的な管理の

流れ は以下のとおりとなっています。事業者はまず

適切なエネルギー管理を行うために管理体制を整備

し、自らのエネルギー使用量を把握することから始め

ることになります。具体的には、私たち専門家にご相

談ください。 
このほか、省エネルギーに係る取り組みに対し、補

助金や優遇税制等もあり、併せてご相談ください。 

 

10．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 1855 回 平成 27 年 12 月 7 日(月) 

美登利 18：30～ 年次総会  

お誕生お祝い・ご結婚記念日お祝い 

 

 

 

 

阪口 洋一 君  三菱電機の河野様、小川様、赤井

様、宜しくお願いします。 
山名 正一 君   お忙しい中ありがとうございます。   

河野様、小川様、赤井様の３名に

お越し頂きました。 
魚谷 幸司 君    土日に KF 会の白浜遠征ゴルフが

あり、優勝しました。 
田岡 郁敏 君    昨日、5 歳の息子とジャズマラソ

ンに参加しました。 終的に子供

に負けました。 
 

 

 

 

おなかの子をエイズから守る 
リベリアでの職業研修チーム 

2014 年、リベリア国内でのエイズ死亡者数は約

2,000 人に上り、人口 430 万人のうち 33,000 人がエ

イズ感染者でした（国連調べ）。また、HIV の母子感

染により、1歳の誕生日を祝うことができないケース

も多くあります。 

この状況を改善するため、首都モンロビアと米国カ

リフォルニアのロータリークラブは、2012 年以来、

HIV／エイズの医療改善を目的とする職業研修チーム

を実施してきました。医療専門家が派遣され、現地の

保健員を対象に研修が実施されています。 

職業研修チーム（VTT）とは、専門職業人のグルー

プが海外に赴き、スキルや知識を学んだり、現地の専

門職業人にスキルや知識を提供したりすることを目

的とした、ロータリーのプログラムです。 

2012 年には、約 60 名の保健員が母子感染の防止と



診断・治療の

ためのスキ

ルのほか、よ

り多くの保

健員へとス

キルを教え

るための方

法を学びま

した。パワー

ポイント資

料やコンピューターが活用され、HIV／エイズに関す

る 新情報が収められた USB メモリも参加者に配布

されました。地元ロータリー会員によると、参加者は

学んだことを各々の診療所で活用し、妊婦のためのワ

ークショップを実施しています。途中、ロータリーク

ラブから支給されたコンピューターが、一台を残して

すべて盗まれるという災難が起きましたが、研修は大

きな成果を上げました。研修前後に行われた医療知識

テストでは、正答率が 20％も上昇し、研修を完了し

た参加者には修了証が授与されました。また、より多

くの女性が出産前ケアを受けられるようになり、妻に

同伴して診療所を訪れる男性や、定期的に診療所を訪

れるエイズ感染者の数も増えています。 

なお、研修の計画段階では、医療団体「Global 

Strategies for HIV Prevention」創設者で、著名な

小児免疫学者であるアーサー・アマン氏が加わりまし

た。また、実施に当たっては、モンロビアのカトリッ

ク系病院とカリフォルニア大学サンフランシスコ校

の HIV／エイズ研究機関とのパートナーシップが実

現しました。2012 年の成功に続き、研修の対象地域

を広げるため、クラブはさらに 192,500 ドルのグロー

バル補助金をロータリー財団から受理。昨年に起きた

エボラの流行によって活動が停止しましたが、現在、

活動は再開されつつあります。研修にかかわったロー

タリー会員の一人は次のように述べます。「興奮と感

謝の気持ちでいっぱいです。これで HIV に感染してい

る母親たちは、より質の高い医療を受け、健やかな子

どもを生むことへの希望をもてるようになりました」 

 

ポリオのない世界への決意を新たに 

世界ポリオデー特別イベント 
世界ポリオデーにあわせて10月23日にニューヨー

クで行われた特別イベント。7月にナイジェリアでポ

リオの無発症期間が 1年間を過ぎたことを祝い、ポリ

オのない世界が限りなく目前に近づいていることが

報告されました。ユニセフとロータリーが共同開催し

たこのライブストリーミング行事には、150 人以上が

参加しただけでなく、世界中から何千もの人が視聴し

ました。「Time」誌の総合編集者、ジェフリー・クル

ーガー氏が司会を務め、ユニセフのアンソニー・レイ

ク事務局長をはじめとする世界ポリオ撲滅推進活動

（GPEI）のパートナー団体の代表者やポリオ撲滅をサ

ポートする著名人が参加しました。GPEI は、ロータ

リー、世界保健機関（WHO）、ユニセフ、米国疾病対策

センター（CDC）が主要パートナーとして約 30 年間先

導してきたもので、現在はビル＆メリンダ・ゲイツ財

団も支援に加わっています。ポリオ撲滅が達成されれ

ば、ポリオは歴史上 2番目に地球上から姿を消す疾病

となります。「世界が紛争で引き裂かれ、人びとの絆

がこれまで以上に薄く、弱くなっている」とレイク氏。

「ポリオを撲滅することは、人類にとって 大の功績

になるだけでなく、多様なパートナーが共通の目標の

下に力を合わせ、素晴らしいことを達成できる例にな

るでしょう」CDC のポリオ担当マネジャーのジョン・

バータフォイ氏は質疑応答でナイジェリアでのポリ

オ無発症について、政治的なコミットメントと宗教・

地域リーダーの参加がカギだったと説明しました。

「ナイジェリアでの成功の裏には、難しい状況の中で

懸命に活動した何千人ものボランティアの力があり

ます。これによってすべての子どもたちにワクチンが

行き届きました」これまで見逃されていた地域の子ど

もへの予防接種、保健従事者の責役割を明確にするメ

カニズムの構築、医師、ジャーナリスト、ポリオサバ

イバーの参加もナイジェリアの目標達成に貢献しま

した。 

ナイジェリアとアフリカ大陸に続き、ポリオが現在

も残る国（常在国）、アフガニスタンとパキスタンの

2国でも進展が見られています。アフガニスタンでは、

2014年の 28件から、今年の 13件へと発症数が減少。

パキスタンでもウイルスの伝播が大幅に食い止めら

れており、発症件数も 306 件から 38 件へと減少して

います。ポリオ撲滅は医療費の削減という意味でも大

きな投資であるとクルーガー氏とバータフォイ氏は

強調しました。撲滅を達成することで、今後 20 年間

で 500 億ドルの医療費の節約が期待されています。こ

れは同時に、撲滅に失敗すれば、ポリオが瞬く間に世

界へと拡散し、10 年間で毎年 20 万件の発症につなが

る恐れがあることを意味します。 

ロータリーからの新たな資金援助 

1979 年以来、

ポリオ撲滅に

15 億ドル以上

を寄付してき

たロータリー。

ジョン・ヒュ

ーコ事務総長

は、ポリオ撲

滅のため、ロータリーから新たに 4040 万ドルを拠出

することを発表。そのうち 2600 万ドル以上がアフリ

カ、530 万ドルがインド、670 万ドルがパキスタン、

40 万ドルがイラクに充てられると説明しました。ま

た、予防接種と監視活動には約 100 万ドルを拠出しま

す。「今夜のイベントは、ポリオのない世界の実現に

向けたこれまでの達成とこれから成すべきことを確

認する場」と話したヒューコ事務総長。「撲滅が達成

されれば、ポリオという予防可能な病から子どもたち

を救えるだけでなく、次の世界的な保健活動への土台

をつくり、人類の健康を守るための遺産を残すことが

できます」 
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