3月結婚記念日お祝い……7名

２．越前市において
⑴ 丹南電気ビル概要（災害対応時の連携強化）
・丹南支店配電系統指令室に８面モニターを設置。
様々な情報を一度に表示。
・福井支店・敦賀営業所エリアの自動開閉器等の遠
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井上常宏・万里子 21年

隔操作が可能。
・テレビ中継により、リアルタイムで災害現場を確
認でき現地作業員への的確な作業指示が可能。
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３．ご家庭において
−奥さまのご機嫌を少しでも良くするために−
⑴ オール電化の優位性

第3119回 例 会 記 録

＜電化住宅にした場合の光熱費＞

平成31年3月5日(火)

本日出席会員35名
メークアップ（前々回） 8名
ニコニコ箱 …… 45,000円

累計 1,198,000円

・奥村充会員、卓話よろしくお願いします。
【田中大成】
【三田村久光】
【上野

巌】

出席率（前々回補正）75.00％

「ほくリンク」会員のお客さまを対象に毎月お支払
いただく電気料金に応じてほくリンクポイントがた
まる「電気 de ポイントプラス」を昨年10月から開始
しました。
ご加入後１年目→２年目→３年目以降と段階的に
たまるポイントが多くなっていきます。

忠】
【米岡房直】【石川

浩】

茂】
【瀧見良之】
【井上常宏】
【石川

浩】

ます。

【矢尾主成】

・ちょっと良いことがありました。
早退させていただきます。
キャンペーン（もれなく毎月60Pプレゼント）を実施
します。

・3月今日以外の例会を欠席させていただきます。
【西本久美子】

申し訳ございません。

・拙い卓話ですが、お付き合い下さい。
ソングリーダーも頑張ります。
・先週都合で例会欠席しました。

会員記事
3月誕生日お祝い……7名

【西野昌美】

【奥村

充】

【今村清孝】

して、北陸電力の奥村さん

（中部〜九州）と交流連系し

をしたいと思います。「一
切なりゆき」という本です

者は一人もいないと言わせ、北野武氏からは、普通
の役者と出ると差がつきすぎる、とまで言われた名
女優でした。その彼女が遺した言葉は、ユーモアが
あり、とても深く、そして何よりポジティブでした。
それは、生きることに対しても、迫りくる死に対し
ても、であります。
今日は樹木希林さんの言葉をいくつか紹介したい

3月14日 福井RC

奥村

忠

74才

3月14日 福井水仙RC 18:00〜18:30 福井パレスホテル

らなくて当たり前」「自分が一番トクしたなと思うの

米岡房直

72才

3月14日 敦賀西RC

12:00〜12:30 プラザ萬象２階ロータリー事務局

はね、不器量と言うか、不細工だったことなんです

石川

浩

57才

3月15日 鯖江RC

12:00〜12:30 鯖江商工会議所3階ロータリー事務局

よ」「しっかり傷ついたりヘコんだりすれば、自分の

矢尾主成

51才

3月18日 福井東RC

12:00〜12:30 アオッサ1階入口

足しや幅になる」
「人は死ぬと 実感できれば、しっ

前田栄二

47才

休

会

4月2日→ 3月31日
移動例会
地区大会（奈良）

石川県
323万kW（40％）

いだされ、後に、勝新太郎氏には、お前を超える役

78才

3月26日
会長エレクト
研修セミナー報告
三村昌之会長エレクト

＜エリア内電源立地＞

林さんは、弱冠二十歳の時に森繁久彌氏に才能を見

辻岡俊三

3月19日

鎖的な発電所停止にならないように備えている。

生前に遺した多くの言葉を収録した本です。樹木希

82才

本日（3月12日）の例会
ゲスト卓話
カワイ㈱
専務取締役 河合洋典氏

ており、万が一大規模電源が停止したとしても、連

が、これは、昨年9月に亡くなった、樹木希林さんが

藤谷家也

＊変更の無い各クラブの定例例会については、ロータリーの友
ホームページ等にてご確認ください。

の電源を有する。
北陸エリアは、中西エリア

例会変更情報／福井県内ビジター受付（3月13日〜3月26日）
12:00〜12:30 ユアーズホテルフクイ1階フロント

（う ち 水 力 発 電 所131箇 所）

今日は、新入会員卓話と

先日読んだ本について話

・誕生日自祝 先週半世紀を折り返してしまいました。

北陸エリア内に、142箇所

田中大成

にお願いしています。

【三村昌之】

奥村充会員、新入会員卓話よろしくお願いいたし

ご加入後、2020年3月までの間は、ポイントアップ

第65代会長

・奥村充会員、電気代を安くする方法を教えて下さい。

これからもがんばって生きていきます。

１．当社の電源立地と他エ
リアとの連携について

・結婚記念日自祝
【田中

新入会員卓話
「でんきを安心してお使いいただくための取り組み」
奥村 充会員

ロータリーソング「奉仕の理想」
会長挨拶

【辻岡俊三】【奥村

52名

プログラム

「君が代」斉唱

・誕生日自祝。

⑵ 「電気deポイントプラス」のご紹介

会員総数

例会場／武生商工会館
幹 事／三田村 久 光
会報委員長／塩 田 憲 康

と思います。
「求めすぎない。欲なんてきりなくある
んですから」「人生なんて自分の思い描いた通りにな

かり生きられる」「淡々と生きて淡々と死んでいきた
いな」
「死を感じられる現実を生きられるというのは、
ありがたいものですね」「幸せというのは 常にある
もの
ひ

と

ではなくて

自分で見つけるもの」
「おごらず、

他人と比べず、面白がって、平気に生きればいい」
一つ一つが重い言葉だと感じました。

富山県
304万kW（38％）
福井県
166万kW（20％）

＜当社発電設備の概要＞
発電設備
水 力
火 力
原子力
新エネ
計
他社受電
合 計

発電所数
131か所
6か所
1か所
4か所
142か所
―
―

出 力
1.9百万kw
4.4百万kw
1.7百万kw
4千kw
8.0百万kw
1.1百万kw
9.1百万kw

