
第１１４８回例会  ５月２２日(日)～２３日（月） 会長幹事ご苦労様会    グランドエクシブ初島 

第１１４９回例会  ５月２７日(金)  クラブフォーラム次年度に向けて    百合ヶ丘カントリー倶楽部 

第１１５０回例会  ６月 ３日(金)  理事役員会・会長の日（1 年振り返って）  ホテルモリノ 

                          

 

 

【点 鐘】              鈴木 豊成 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【ソング】               鈴木 憲治 SAA委員 

国歌『君が代』 ロータリーソング『奉仕の理想』 

【ゲスト・ビジター紹介】           鈴木 豊成 会長 

柏﨑東ＲＣ 林 勝彦 様（本日の卓話者） 

米山奨学生 李 奕萱（イシン）さん 

【会員・奥様誕生日・結婚記念日】   鈴木眞一 親睦委員長 

【会員】 森 茂則会員（9日）  山下 俊也会員（17日） 

鈴木 豊成会長（17日） 

【奥様】 鈴木 豊成会長夫人陽子様（20日） 

      蓬田 忠会員夫人 文香様（27日） 

【結婚記念日】 佐々木 範行会員（20日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第１１回理事役員会報告】           鈴木 豊成 会長 

１． エクアドル地震災害義捐金の件   一人あたり 1000 円、

計 25000円を 4月 28日に送金済み （承認） 

２． 電話機、及び電話番号の件 電話機リース（月額 6300円）

が７月中旬に終了、継続せず電話機を購入し、電話番号

を百合丘 RC とは別にする。（承認） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長報告】                   鈴木 豊成 会長 

１． ガバナー事務所より  

① エクアドル地震義捐金 協力依頼   

会員一人あたり 1000円 ※5月 13日まで、送金すみ  

② クラブ事務局員連絡会の案内  

6月 10日（金）16：00～ メモワールプラザソシア 21 

③ ローターアクト地区研修・協議会の案内  

6月 19日(日)12：30～ 横浜市開港記念会館 

④ ６月の「ロータリー親睦活動月間」の資料案内が届く。 

⑤ ５月のロータリーレート  １ドル＝１１０円 

２． 川崎西ロータリークラブより 

 創立 50周年記念誌とＤＶＤが送られる。 

３． 青少年奉仕委員会より RYLAの報告書が届く。 

４． あさお区民まつり実行委員会より 役員、委員の推薦依頼 

５． 県立麻生養護学校後援会 平成 28年度総会の案内  

６． 大村東 RC周年行事に５名にて参加しました。 

（Ｐ3に詳細記載） 

 

 

 

 

 

 

 

第 1147回 例会記録 平成 28 年 5月 13日（金） S.A.A 委員長 森 啓伊 

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 

［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

［例会日］第 5・ 金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 0R 移動例会 

 

 

 

奨学金を受ける李さん、左はカウンセラーの川崎航会員 



【幹事報告】             鈴木 昭弘 幹事 

例会変更   

◆川崎鷺沼 RC 

・5月 18日（水）例会場変更   

とうふ屋うかい 鷺沼店 12：30点鐘 

・5月 25日（水）⇒24日（火）に変更 合同例会  

18：30点鐘 ホテル KSP１F「椿」 

・6月 22日（水）休会 

・6月 29日（水）移動例会 合同献血活動 

【出席委員会】            親松 明 委員長 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1147回 25 23 2  92％ 

1146回 25 20 5 5 100％ 

1145回 24 20 4 3 95.8％ 
  

【ニコニコ委員会】      青戸 慶太 社会奉仕委員長 

 第 1147回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    18件 ￥20,000 

●当クラブ 

◇鈴木 豊成会長【林様 本日卓話宜しくお願いします】  

◇鈴木 昭弘幹事【林様 本日は宜しくお願いいたします】 

◇梶 俊夫会員【5/17間税会総会 ＪＡ生田支店でご参加下さい】 

◇長瀬 敏之会員【21日ぶり おひさしぶりです】 

◇青戸 慶太会員 ◇臼井 勉会員 ◇碓井 美枝子会員 

◇宇津木 茂夫会員 ◇梅澤 馨会員 ◇老沼 純会員 

◇大野 勉会員 ◇親松 明会員 ◇川崎 航会員   

◇鈴木 憲治会員  ◇鈴木 眞一会員 ◇花輪 孝一会員 

◇森 啓伊会員  ◇山下 俊也会員 ◇雪井 洋子会員 

◇蓬田 忠会員        以上ご協力有難うございました。 

【ロータリー財団】         碓井 美枝子 委員長 

 第 1147回(件数) 合 計 

Ｒ財団    3件 ￥44,000 

◇鈴木 昭弘会員 【ラストスパート、頑張ります！】 

◇梅澤 馨会員  【今年度も１カ月わずかになりました】 

◇鈴木 憲治会員 

【米山記念奨学】            雪井 洋子 委員長 

 第 1147回(件数) 合 計 

米山記念奨学    3件 ￥40,000 

◇鈴木 憲治会員  

【新米山奨学生 李さんを皆さんよろしくお願いします】 

◇鈴木 昭弘会員 【李さん １年間よろしく!!】 

◇志村 幸男会員 【急に暑くなりました】 

ご協力有難うございました。 

【本日の卓話】 

柏崎刈羽原子力発電所 副所長（原子力ＰＡ担当） 

 林 勝彦 様（柏﨑東ロータリークラブ） 

 

 

 

 

 

 

 
  

【プロフィール】 新潟県長岡市出身。1982年（Ｓ57）東京電力

株式会社入社 新潟原子力建設所（現在の柏﨑刈羽原子力

発電所）電気課勤務。その後、発電部、技術部、その他、また

本店勤務などを経て現在に至る。 

新潟県中越沖地震、東北地方太平洋沖地震を踏まえた 

危険に備える対策（安全対策）について 

１．発電所の概況について 

当発電所は柏崎市と刈羽村に跨がる総面積約 420 万㎡の

敷地に 7 ユニット（総電気出力 821.2 万 Kw）が立地。平成 28

年 4 月 1 日現在、発電所構内で働く従業員数は、6，938 人。

（東京電力：1,177 人、協力企業 863 社：5,461 人）なお、全体

の約 74％は新潟県在住。 

２．安全対策について 

❶安全対策の基本的考え方 

 安全対策の設計に当たっては、深層防護の各層（第１層：

「異常の発生防止」、第２層：「事故への拡大防止」、第３層：

「炉心（燃料）損傷」、第４層：「炉心損傷後の影響緩和」）にお

いて、設計ベースとその設計ベースを超えた状態を考慮し、各

層の厚みを増す対策を実施。 

 また、事故時の対応に当たっては、時間軸を考え、外部から

の応援も含め、事故の進展段階に応じ体制（ﾌｪｰｽﾞﾄﾞｱﾌﾟﾛｰﾁ）

を強化。 

❷設備面における安全対策の取り組み 

 3.11 以降早々に福島の事故を踏まえた海抜 15ｍの津波を

想定した対策工事を開始。 

【第１層】徹底した津波への対策 

 発電所の海側に津波を防ぐ防潮堤を構築すると共に、建物

側にも津波の浸入を防ぐ対策を実施。 

【第２層】事故拡大防止（核分裂反応を「止める」） 

 本機能は、２回の地震で確実な動作を確認済。 

【第３層】炉心損傷防止対策（原子炉を「冷やす」） 

 原子炉への高圧注水、減圧、低圧注水、除熱を確実に行う

ため、高圧ﾎﾟﾝﾌﾟの追設、消防車の配備（42 台）、減圧用予備

ボンベ・電池の配備、代替熱交換器車（7台）を配備。 

 
 

紹介者 老沼純会員 



【第４層】影響緩和（放射性物質を「閉じ込める」） 

外部への放射性物質の放出を低減させるため、排気ライン

の途中に粒子状とガス状の放射性物質を除去するフィルタ設

備を設置。 

【共通対策①】電源供給手段の強化 

 高台に緊急用の配電盤を設置し、大型のｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電機

車（3台）、電源車（25台）を配備。 

【共通対策②】冷却用の水源確保 

 海抜 45ｍの高台に容量約 20,000 ﾄﾝの淡水貯水池を構築し、

高低差を利用して低地側ﾀﾝｸに給水。また、津波の引き波時

の海水確保のため、取水口海側に海水を貯留する堰を構築。 

【共通対策③】更なる耐震強化 

 新潟県中越沖地震後に実施済の耐震強化策に加え、送電

設備の耐震強化、津波対策を実施。 

❸運用面における安全対策の取り組み 

【対策①】想定を超える事故への備え 

 対応手順の整備、教育・訓練（これまで総合訓練 51 回、個別

訓練延べ 8,600回）実施、大型重機等の運転免許取得を推進。 

【対策②】複合、複数ﾌﾟﾗﾝﾄ被災への態勢整備 

 対策要員、運転員の増員、対策本部の指揮命令系統の見

直しを実施。 

【対策③】通信手段、情報共有の強化 

 所内外との通信ツールの多様化、国との TV 会議ｼｽﾃﾑ、自

治体との衛星回線 FAXの導入。 

【対策④】その他 

 資機材の調達・輸送、放射線ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、情報発信について

強化、改善を実施。 

３．今後の予定 

 現在６，７号機の新規制基準への適合性の審査中。発電所

としては、審査への対応並びに事故を起こした当事者として現

状に満足することの無い安全追求と、事故時の対応に万全を

期すための訓練の実施を継続。また、取り組みについては、ホ

ームページや広報誌、構内見学会、県内市町村での説明会

を通じて情報を発信。 
 

 以上で説明を終わりますが、機会がございましたら、皆様に

も是非現場をご視察頂きたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】          老沼 純 会員 

【点  鐘】            鈴木 豊成 会長 

【会報委員会】             文責：花輪 孝一 

 

大村東ＲＣ創立２０周年記念行事に参加して 

幹事 鈴木 昭弘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月２３日（土）に大村東ロータリークラブ 創立２０周年記念式

典に、鈴木豊成会長以下総勢５名にて参加してまいりました。 

長崎は生憎の雨模様でしたが、現地に着くや、会長の池田様

以下沢山の会員の皆様より歓迎を受けました。また熊本震災

の直接の被害はなかったのですが、出席を予定されていた方

にキャンセルが相次いだとのお話がありました。 

式典と祝賀会は約１６０名の方が参加のもと盛大に行われ、特

に目を引いたのは、大村東ＲＣ様はインターアクトの活動に力

を注がれており、式典の冒頭に大村城南港高校吹奏楽部の

記念演奏が行われ、同校インターアクトクラブの活動報告も行

われておりました。また祝賀会中には活水女子大学音楽学部

の生徒様たちによる美しいコーラスなどもアトラクションで行わ

れ、盛会のうちに終了いたしました。式典・祝賀会の運営につ

きましては、来年２月に予定してますクラブ２５周年記念式典へ

の準備として、大変参考になりました。 

祝賀会後、会員有志の皆様より２次会にお誘いいただき、都

合４次会までたっぷりと大村の夜を楽しませていただきました。

そして来年２月の再会を約束してまいりました。 

翌日長崎市内を観光し、たまたま偶然行われていた２７４０地

区研修協議会の会場近くで食事をし、長崎を後にしました。  

 

 


