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◇歌唱  「それでこそロータリー」 「覇気あれ我クラブ」  ◇ＩＭキャラバン挨拶      
◇会長挨拶    ◇幹事報告    ◇委員会報告 指名委員会 
◇卓話 ゲストスピーカー 長坂哲夫様 （電源開発(株)技術開発部茅ヶ崎研究所 所長代理） 
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＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

２０１３～２０１４年度 

2013 年 11 月 21 日（木） 第２６０４回例会 天候：晴れ 司会：古知屋光洋副幹事 No. 20 

◎ゲスト・ビジター紹介 

長坂哲夫様 （ゲストスピーカー） 高田 修様（東京世田谷

ＲＣ） 加藤盛久様（ガバナー補佐・茅ヶ崎湘南ＲＣ） 渡辺 

来様（ＩＭ実行委員長・茅ヶ崎湘南ＲＣ） 脇 吉昭様（ＩＭ幹

事・茅ヶ崎湘南ＲＣ） 

◎ＩＭキャラバン挨拶［ホスト・茅ヶ崎湘南ＲＣ］ 

加藤盛久ガバナー補佐・渡辺 来ＩＭ実行委員長・脇 吉昭

ＩＭ幹事 

◎幹事報告 

◇ロータリー日本財団より  田中賢三会員へ大口寄附へ

の礼状とＲＩ会長テーマピンの贈呈 

◇ガバナー事務所より  

＊台風被災地 伊豆大島・フィリピンへの援助協力依頼 

＊ロータリー財団奨学生選考結果について 

  当クラブ推薦 牧野茜さん 選考 落選 

＊２０１４‐１５年度青少年交換学生選考結果について   

当クラブ推薦 吾妻圭君 台湾派遣の地区候補者として

決定 

◇インターアクト通信 １２月号 ◇タウンニュース 

◎例会変更 

☆藤沢北   １１/２９（金） １０：００点鐘 引地川沿い （ウ

ォーキング＆ボランティア清掃） 

◎会報着 綾瀬 

◎委員会報告 

指名委員会［和田会員］：次年度理事・役員候補者の周知 

杉本会員：けが回復の報告とお見舞いへのお礼 

ＩＭキャラバンの加藤ＡＧ、渡辺ＩＭ実行委員長、脇ＩＭ幹事 

スマイル報告 杉田祐一会員 

高田 修様（東京世田谷ＲＣ） 本日メークアップでお

伺いさせていただいております。ところで、来週の木曜

のお昼ですが、こちらの元奨学生の劉艶明さんが東京広

尾ＲＣでメークアップされるそうです。私は拝聴させて

いただくつもりです。 
加藤盛久ガバナー補佐・渡辺来ＩＭ実行委員長・脇吉昭

ＩＭ幹事（茅ヶ崎湘南ＲＣ） 本日は例会の貴重なお時

間をいただき、ＩＭのＰＲをさせていただきます。来年

２月８日（土）寒川参集殿にて行いますので、是非出席

よろしくお願い致します。 
杉本行廣君 みな様にご心配をかけましたが、16 日退院

し、自宅療養中です。１年後に針金をとる為、再手術を

する予定です。クラブからお見舞いを頂き、ありがとう

ございました。 
出口敬純君＆横山貢君 東京世田谷ＲＣの高田様ようこ

そ。茅ヶ崎湘南ＲＣ加藤様・渡辺様・脇様いらっしゃい

ませ。電源開発茅ヶ崎研究所所長代理・長坂様、本日卓

話宜しくお願い致します。 
椋梨晴喜君 お役目ごくろう様でございます。 

◆スマイルは裏面へ続きます 



 
◎出席報告 加茂正司会員 

日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

１１／２１ ２６０４ ４０ ３８ ３０ ２ ６ ８４．２１％  

１１／７ ２６０２ ４０ ３４＋３ ２７ １＋４ ５ ７５．６８％ ８６．４９％ 

 卓話「電源開発茅ヶ崎研究所について」 

長坂哲夫様 （電源開発(株)技術開発部茅ヶ崎研究所 所長代理） 

戦後の全国的な電力不足を克服するため、昭和 27 年に電

源開発株式会社が生まれました。まずは大規模水力発電の開

発を、ということになりました。代表的なものとしては、

1956 年に出来ました佐久間ダム。これは 35 万キロワット

で現在でも３番目ですが、発生電力量で言えば断然トップで

す。奥只見発電所・御母衣発電所・田子倉発電所もそれぞれ

昭和 30 年代に出来たものですが、現在でも水力発電所の規

模としては佐久間・田子倉・奥只見がベストスリーとなって

います。水力発電は自然の地形を利用して発電するので、ス

タートは地形のよい所を選ぶところからになります。その

後、昭和 40 年代・50 年代にも水力発電所は出来るのですが、

昭和 30 年代に出来たものに較べれば、効率は下がるという

のが事実です。 
その後、急激に進展する石炭から石油へのエネルギー転換

による産炭地対策として、国内炭を活用した石炭火力発電所

の開発に取り組みました。磯子火力発電所や高砂火力発電所

を作りましたが、高砂を除いては停止もしくはリニューアル

となっています。水力発電所に較べて火力発電所は寿命が短

いのです。高熱と高圧の蒸気で発電しますので、機械の寿命

が短くなるわけです。それに較べて水力発電所は 50 年を超

えてまだ働いています。 
茅ヶ崎の研究所では何をやっているのか、ということをお

話します。茅ヶ崎に場所を確保したのは昭和 32 年です。大

規模な水力発電所を作るための、建設用機械・資材といった

ものを保管する施設をどこかに確保しようと場所を探して

いました。当時の茅ヶ崎は線路の南側には別荘などが開発さ

れていたようですが、北側は国道１号線に沿って市街地があ

るほかはほとんど畑という状態だったと聞いております。駅

に近くてこれだけ広大な土地があって、鉄道の引き込み線も

持って来やすい、さらには東京にも近いということで、候補

地として挙がったようです。当時は茅ヶ崎市の方でも、工場

誘致を盛んにやっていたようで、市長さんも是非、というこ

とで決まったようです。市とはこれで話がついたのですが、

農地転用について県から「これだけ立派な田んぼを潰してい

いのか？」という意見が多々あったそうです。そうしたこと

があった関係で、実際に事業を始めるまでには２年ほど要し

ました。 
水力発電所というのは自然の地形に合わせて施設を構築

しますので、その都度いろいろな所で試験・実験をするわけ

です。以前は東京狛江市の電力中央研究所や東京電力の施設

などを借りてやっていたのですが、 
茅ヶ崎に土地を確保できたので、ここ 
で様々な実験をやってはどうかという 
ことになりました。水理試験質という 
ダムの模型を作って水の流れを再現 
させるといったことをやっていまし 
た。 
 

田中賢三君 Ｊパワー長坂所長、たいへんお世話になりま

す。茅ヶ崎湘南加藤ガバナー補佐、ＩＭキャラバン御苦労

様です。プログラムのイラスト、たいへん良いですね。 
田中賢三君その２ 杉本先生お帰りなさい。 
伊藤留治君 茅ヶ崎湘南ＲＣの皆様、本日はようこそ！杉

本さん退院おめでとう。 
加茂正司君 ガバナー補佐の加藤様、ＩＭ実行委員会の渡

辺様・脇様、世田谷ＲＣの高田様、ようこそいらっしゃい

ました。ゲストスピーカーの長坂様、本日の卓話を楽しみ

にしています。 
成田栄二君 杉本先生、お元気の様子を拝見してホッとし

ました。加藤ＡＧはじめ茅ヶ崎湘南クラブの皆様、ＩＭキ

ャラバン御苦労様です。ゲストスピーカーの長坂様、卓話

よろしくお願いします。世田谷ＲＣの高田様、ようこそ！ 
粂 仁夫君 長坂哲夫様、卓話楽しみです。加藤ガバナー

補佐・渡辺ＩＭ実行委員長・脇ＩＭ幹事の皆様、ようこそ！ 
和田幸男君 長坂さん、ごぶさたしています。今日は卓話

よろしくお願いします。湘南クラブの加藤ガバナー補佐、

渡辺さん、脇さん、東京世田谷クラブの高田さん、ようこ

そ。 
平井 茂君 ゲストスピーカー長坂様、お話楽しみです。

世田谷の高田様ようこそ。ＩＭキャラバンの御三方ご苦労

様です。 
下里洋一君 加藤ガバナー補佐始め湘南ロータリークラ

ブの皆様ようこそ。ゲストスピーカーの長坂様、卓話をよ

ろしく。 
澤邑重夫君 ゲストスピーカー長坂様、ＩＭキャラバンの

皆様、そして高田さんようこそ。よろしくお願いいたしま

す。 
加瀬義明君 ビジターの皆様ようこそ。ゲストの長坂様、

卓話よろしくお願い致します。 
河本啓伸君 ＩＭキャラバンの皆さん、ようこそ。準備の

大変さ、よくわかります。適切に頑張って下さい。リーフ

レットのイラスト、素敵ですね。 
大森久巳男君 ゲストスピーカーの長坂哲夫所長様、卓話

楽しみです。宜しくお願い致します。加藤盛久ガバナー

様・渡辺来様・脇吉昭様、ＩＭキャラバン御苦労様です。

来春２月８日のＩＭ楽しみです。 
小林 亨君 お客様ようこそ！特にＩＭキャラバン加藤

ガバナー補佐・渡辺来ＩＭ実行委員長・脇吉昭ＩＭ幹事、

ゲストスピーカーの長坂様、ようこそ！ついでに高田さん

ようこそ！ 
梅田弘人君 長坂さん、卓話楽しみにしています。 
西山国男君 ゲストの皆様いらっしゃいませ。長坂様、卓

話宜しくお願い致します。 
大箭剛久君 秋晴れに冨士山がきれいに映えていました。

短い秋にスマイル。 
水嶋 聡君 みな様に幸有れ！ 
吉田恵子君 今朝、所用がありまして平塚にまいりました

が、馬入橋からの冨士山が素晴らしかったです。 
小澤耕一君 杉本さん、すみやかな恢復おめでとうござい

ます。 
［本日は 27 件、37,000 円です］ 


