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　　　　　　　　昨日、一昨日とひじょうに
　　　　　　　暑い気温となりました。岩手
　　　　　　　では30℃を超えた場所もあっ
　　　　　　　たようです。八戸では27～
　　　　　　　28℃でしょうか。桜も開花予
想が18～19日頃といっていたのが一気に進ん
で今日の朝、新井田公園を歩いていましたら
だいぶ桜が咲いてきておりました。
　ただ明日から₃日間くらい、今度は最高気
温が₇～₈℃とグッと20℃くらい気温が下が
りますので、体調管理に十分ご注意いただき
たいと思います。
　新型コロナウイルスも今、₂類指定から₅
類に引き下げられるのではないかという話も
聞かれています。withコロナということで
だんだんと考え方も変えていく必要がある
のかと思います。それにしても体には気を
付けていかなければいけないと思いますの
で、皆さんも十分お気をつけいただければ
と思います。

　　　　　　　〇レターボックスに「2021−
　　　　　　　22年度南グループIM要覧」
　　　　　　　が入っています。南グループ
　　　　　　　ガバナー補佐 岩岡隆雄様よ
　　　　　　　りお手紙が入っています。₂
月19日に開催予定だったIMが中止になった
ということで、急遽それに代わるものとして
実行委員の方々は紙面開催ということで開催
したものです。成田ガバナーもコメントを寄
せられていますのでご覧ください。

親睦・会場委員会　　　　夏川戸　斉委員長
　　　　　　　○ニコニコボックスの報告
　　　　　　　◦誕生祝

熊谷清一・種市良意さん
　　　　　　　◦結婚記念日　髙谷勝義さん
　　　　　　　小井田和哉さん　桜が咲きは
　　　　　　　じめました。
石橋敏文さん　孫₂人が小学校に入学しまし
　　　　　　　た。
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橋本八右衛門さん　美術館わきの「コスタシ
　　　　　　　　　オン」いい感じです。
夏川戸　斉さん　₃分スピーチ楽しみにして
　　　　　　　　います。
赤澤栄治・廣田　茂・小田山紀暢　�ニコニコ
　　　　　　　　　　　　　　　　�
道尻誠助・福井哲郎・広瀬知明さん�　 デー

青少年奉仕委員会　　　　　石橋信雄委員長
　　　　　　　　交換留学生の件です。今回
　　　　　　　地区で交換留学生の募集をし
　　　　　　　たところ応募された学生がい
　　　　　　　ました。八戸北高校の楠さん
　　　　　　　という高校１年生で、なんと
しても留学したいということです。
　八戸市内のロータリークラブの中でスポン
サークラブとして検討いただきたいとの話が
ありました。八戸クラブとしては理事会の決
定に伴いちょっと難しいと返事をしましたが、
どうしてもこの方が留学したいとのことで、
再度八戸市内のロータリークラブで、特に来
年度築舘ガバナーが出る八戸にスポンサーク
ラブを検討いただけないかということで再度
話がきています。
　つきましてはこの件につきまして来週の理
事会でスポンサークラブになるかどうかを再
度検討しますが、その前に皆様方のご家庭で
₃～₄カ月ホームステイをお引き受けできる
ご家庭がありましたら、来週までに事務局ま
でご一報いただければと思います。そのこと
を基に来週の理事会で検討させていただきま
す。
　
₃分間スピーチ
　　　　　　　◦熊谷清一さん
　　　　　　　　今月₉日に74歳の誕生日を
　　　　　　　迎えました。誕生祝は先週
　　　　　　　だったようです。そこで今ま
　　　　　　　で74年間を振り返ってみまし
た。頭に浮かんだのは“糸”という中島みゆ
きの歌に、縦の糸はあなた　横の糸はわたし
という歌詞が脳裏に浮かびました。わたしが
中学校₃年生のときに、サマセット・モーム
という人の「人間の絆」を読んだことが記憶

で蘇りました。筋はもう忘れていましたが、
その中でペルシャ絨毯にまつわる話が出てき
ました。
　ペルシャ絨毯の縦の糸は自分の人生、自分
主体の人生。横の糸は環境、どういう人とど
ういうお付き合いをしたか、その人の交流も
含めた環境。そして一生をかけて１枚のペル
シャ絨毯が織りあがる。その模様は人それぞ
れが違う。当然その人の人格と環境が皆さん
違うわけですから、１枚のペルシャ絨毯の織
りあがった模様も人それぞれ全く模様が違う。
出来上がったものは同じだけれど、その模様
については結局は見る人の価値観でその模様
の評価が違ってくる。そういうストーリー
だったというふうに思っています。
　中学のときはそうなのかな。これから１枚
のペルシャ絨毯を織りなすのかなというふう
に漠然と思っていました。今74歳になってみ
ますと、これまでに自分の生きざま、あるい
はいろんな人との織りなす交流がありました
ので、どういう模様ができているのかなと思
いを馳せていました。
　思いを馳せているうちに、わたしの学生時
代からの親友が去年亡くなりました。彼は京
都出身で、彼のお陰で京都の奥行きの深さを
知ることができ、ひじょうに仲の良い友だち
でした。彼の家は京都の祇園で、ぎをん齋藤
という名前で呉服屋を営んでいました。ネッ
トでぎをん齋藤と入れると出てくると思いま
すが、ひじょうに由緒ある老舗の呉服屋です。
聞くところによると、室町時代から続いてい
るというような老舗でした。
　何と言っても彼は祇園で生まれ、祇園で
育った人間ですので、祇園界隈ではひじょう
に顔が効く人物でした。京都の奥行きの深さ
を痛切に感じた出来事は、彼と二人で祇園の
町を歩いていて、ふつうの民家をガラガラと
開けて、なにか中学の同級生の家でも入って
行くのかなという形で、外で待っていました。
そうしたら彼が早く入って来いよ。なんで彼
の友だちの家にわたしが入らなければいけな
いのかとおずおずと入っていった。靴を脱い
で上がって、しばらく廊下を歩いて行ったら、
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目の先にカウンターがあった。要するにバー
なんです。そういうバーが民家の奥のほうに
設えてある。立派に営業しているお店でした。
わたしが彼と一緒に行かなければ普通の民家
ということで通り過ごすような状況でしたが、
彼のお陰でこういうところにもこういうお店
が設えてあり、こういうところで京都の人は
楽しんでいるという、京都の一つの奥行きの
深さを感じた次第です。
　横の糸、人と人とのお付き合い、縁、えに
しは必然か偶然かわかりませんが、やはりご
縁をいただいて、またいただいたご縁からま
た紹介してもらったところから派生して、い
ろんな縁を結んでいけるのかな。それがまた
一つの横の糸となって、その人独自の人生模
様、絨毯の模様ができてくる。
　わたしもこうして皆さんとロータリーの会
員として仲良くさせていただいて、皆さんか
らのご縁もこれから十分にいただいて、でき
れば素敵なペルシャ絨毯の人生模様を描きた
いと思っています。

　　　　　　　◦福井哲郎さん
　　　　　　　　久しぶりの例会に参加しま
　　　　　　　した。１月以来の参加で、会
　　　　　　　社からコロナ期間中は極力会
　　　　　　　合などの出席を控えるように
と言われて、特にわたしは普段は青森にいて、
こちらに来ているというところもあり、
ちょっと青森もかなり感染が拡大していた部
分もありましたので、出席を控えさせていた
だいていました。リモートでは顔を出してい
ましたが、今回コロナ蔓延防止も明けたとい
うことで、₄月からまた極力例会に参加する
ようにしていきたいと思います。これからも
よろしくお願いします。
　レターボックスに「防災ハンドブック」を
置かせていただきました。₃月16日に福島沖
で震度₆強の地震がありました。新幹線もだ
いぶやられましたが、明日から東京まで全線
開通するということですので、当初の計画よ
り１週間くらい早まったのではと思います。
こういう機会にこういう防災というところを

もう１回見直してみることが大事かなと思い、
配らせていただきました。
　実際にわたしは在宅勤務で、会社からは会
社に来るのを₃割減らして、₇割は家でとい
うことでほぼ引きこもりのような仕事ぶりで
す。そういった中で家にいたときに、防災ガ
イドをみながら、前回バックに入れた防災
グッズをいつチェックしたかと思い起こして
みたら、₅～₆年も経っていました。中のも
のもちゃんとなっているかどうかと１回見返
してみました。
　Ｐ₆をご覧ください。「非常に持ち出すも
の」というチェック表があります。実際にわ
たしが見たところ、非常食や水はぜんぶ賞味
期限が切れていました。そういったものを
確認しながら廃棄したり、整理しました。
チェックしたほうがいいと思ったのは懐中電
灯が点くか。当初、安い懐中電灯を買って入
れたので全然点かない。どうしてかなと思っ
たら電池から白い粉が出て、中で固まってい
ました。そういったところも確認の必要があ
ります。
　₅年前だとコロナ前でマスクは１～₂枚し
か入れていませんでしたが、マスクをもう少
し多めに入れる。今のご時世だとアルコー
ル消毒、体温計も入れたほうがいいかな。
チェックしてみると、もう１回ちゃんと整理
し直さなければだめだというところが見えま
したので、ぜひ皆さんにもお勧めします。
　Ｐ12「災害用伝言版」、P18「災害用キッ
ト」避難所情報を携帯で見れる環境を作って
おくことも大事です。八戸の携帯電話のエリ
アは、津波の浸水エリアの基地局が全部、例
えば津波などでやられたとしても結構₉割く
らい他の基地局でカバーできるくらい八戸の
エリアは災害に強いです。なので、いざとい
うときにこういうもので情報を集めながらや
るというのはひじょうに大切かと思います。
Ｐ24ラジオも携帯で聞けるようなります。
　最近は災害が起こると避難所が開設された
場合は、ほぼ避難所に即座に仮設の充電器を
持っていくようにしています。なので、いざ
というときにはそういうところでも十分に充



電できますので、こういったものを入れてお
いて、聞ける環境だけ作っておくのはひじょ
うにいいかなと思います。ぜひ参考にしてく
ださい。

　　　　　　　◦板　慎一さん
　　　　　　　　わたしは火力発電所に勤め
　　　　　　　ていますので、発電に関する
　　　　　　　お話をしたいと思います。
　　　　　　　ちょっと昔と今では発電所の
動かし方がどういうふうに変わっているかと
いうことが主題です。が、その前に予備知識
として皆さんにご理解いただきたい部分があ
りますので、そちらを簡単にご説明します。
　発電所では好き勝手に発電する量を多くし
たり、少なくしたりするわけではありません。
あくまでも需要と供給のバランスを保つ。簡
単にいいますと東日本は50㎐という周波数で
運転しているわけですが、その周波数を一定
に保つために発電所の出力を増やしたり、減
らしたりしています。実際にどれくらい一定
に保っているかというと、ふつうは±0.1Hz
以内で周波数を一定にするような運転を、火
力発電所だけではなく水力発電所等も含めて
出力を調整しながら、バランスを保つように
運転しています。これが基本的な運転です。
この間、福島で地震があったときには、実は
かなり大規模な火力発電所の停止がありまし
たので、東京エリアではこういった状況にな
り、一時的に200万世帯が停電したという事
象も起きています。そういったことのないよ
うに、バランスを取るように運転しているの

が基本です。
　₇年前は夜中に低い出力で運転して、だい
たい日が昇って皆さんの活動が活発になると
電気の使用量も増えてきますので、それに見
合った形で出力を上げていきます。翌日が土
曜日だとあまり電気が要らないので発電所を
止めています。毎回こういうパターンで運転
しているとは限りませんが、これは春先の典
型的な運転パターンです。それに対して去年、
今年も同じような形ですが、夜中にむしろ出
力をたくさん出し、朝日が昇る前あたりには
発電所を止め、夕方の電灯が点く時間を狙っ
て発電の出力を上げていく。昼間に出力を出
していたのが昔、今は昼間はむしろ発電所を
止めて、夕方の電気が点き始めるところに合
わせて出力を上げる。こういうふうに昼夜逆
転したような運転状態になっています。
　この理由は何かといいますと、たぶん皆さ
んご察しがつくかと思いますが、太陽光や風
力などいわゆる再生可能エネルギーがだいぶ
発電電力に占める割合の中で大きな比率を占
めてきています。今現在では日本全国で約１
割が太陽光と風力によって電気を賄っている
状況です。この辺は太陽光が頑張っている時
間なので、火力発電所は電気を作る必要がな
い。でも全部の火力が止まっているわけでは
なく、これはあくまでも八戸火力が止まって
いるという意味です。
　こういった形で昨今の再エネの拡大によっ
て、火力発電所の動かし方は昔とはだいぶ変
わってきています。
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