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本日の出席率８７.１７％：会員数３９名・出席３２名・欠席５名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター２名

前々回の修正出席率１００％：出席２４名・メークアップ１２名・出席規定免除会員（２）２名

　１０月に入ってやっと涼しく感じら

れる日々が続いております。 と言

いたいのですが、 昼間は暑い時も

ありました。

　本日の卓話は 西部ガス佐世保

支 店 見 藤 史 朗 支 店 長 （理 事）

です。「佐世保都市ガス１００年史」

の講話をしていただきます。 西部ガス使用の消費者として楽し

みにしております。

　先週土曜日は佐世保８ RC の塩澤恒雄ガバナー公式訪問歓

迎会が催されました。 出席いただきましたクラブの皆様本当にあ

りがとうございました。 先々週の９月１９日のガバナー公式訪問例

会において、 皆様の 「おかえりなさい」 という言葉が涙が出るほ

ど嬉しかったと挨拶の中で話されました。 又、 今日からは本年

度二人目の新入会員 小川正信君が入会されます。 我々会員

一同喜んで歓迎致します。 これも会員増強特別委員会の活動

のたまものと思っております。 推薦者の牟田 憲市君、 指山 康

二君ありがとうございました。 その第 3 回特別委員会が先週木

曜日に開かれ、 若手会員の座談会ということで、 他にゲスト５人

を招いての会でした。 香月 章彦講師による２５年度税制改革に

ついての講演を、 ３時間かかるところを１５分でまとめていただき

ました。 色々改正があってますので、 いい勉強になりました。 あ

りがとうございました。 この特別委員会で目指している純増 5 名

を達しできるように会員皆様のご協力を今まで同様宜しくお願い

致しますそしてロータリーバッチをより多くつけさせて下さい。

　このところ、 やっと涼しくなったと先に言いましたが、 私の健康

法の一つの風呂上りの水シャワーも冷たく感じられるようになって

きました。 身体がシャキッとしてお蔭様でスポーツの秋、 芸術芸

能の秋と絶好調です。 ありがとうございました。 指山康二 国際奉仕委員長
　２０１３年～２０１４年、 創立２３周年記念例会に釜山蓮山ＲＣより

１０名来訪されます。 スケジュールは１０日 ( 木 ) は創立記念例

会に出席。 １１日 ( 金 ) は平戸観光並びにゴルフ。 １２日 ( 土 )

はＨＴＢかキャナルシティーに行って、 福岡空港１９時４５分の飛

行機で帰国予定です。

 １．例会変更
　　ありません。

　

２．来　　信
    ・ガバナー事務所
　　　国際青少年交換セミナー開催のご案内

　　　　 日  時　１０月２７日 （日） １３：００

　　　　 場　所　大村　本経寺

    ・佐世保西ロータリークラブ
　　  第４回市内ＲＣ会長幹事会議事録 （訂正の為再送）

　  ・特定非営利活動法人長崎県水難救済会
　　　マリンレスキュージャーナルの送付

３．伝達・通知
　　 ・１０月 ９日 （水） 第２回指名委員会がセントラルホテルで開

　　　 催されます。

　   ・１０月 １０日 （木） の例会は創立記念例会で、 全員登録

　　　 となっております。 　

新入会員の紹介
小川 正信君
勤務先 ： 株式会社親和銀行　

役職 ： 常勤監査役

職業分類 ： 銀行

家族 ： 夫人と２女　



Birthday

１０月　３日　長富　寿人・章子　ご夫妻
１０月１１日　田雑　豪裕・美知子ご夫妻
１０月１５日　田代　博之・顕子　ご夫妻
１０月１９日　橋口　佳周・裕子　ご夫妻
１０月２１日　鶴田　明敏・弘子　ご夫妻
１０月２８日　牛島　義亮・真喜子ご夫妻
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西村浩輝会長・山瀧正久副会長・野村和義幹事
お忙しい中、 淡々と例会にご出席いただきありがとうございま

す。 また、 本日は、 西部ガス佐世保支店長 見藤史朗様の

ご来訪、 親和銀行常勤監査役 小川正信様のご入会、 佐世

保南ＲＣの角康隆様のご来訪を心より歓迎申し上げます。 本

日はガスの話です。 都市ガスとプロパンガスの違いもよくわ

からない、 私たちですが、 見藤様どうぞ宜しくお願いいたし

ます。

長富寿人君
結婚記念日のお花ありがとうございました。

牟田憲市君・指山康二君
小川正信君の中央ＲＣのご入会おめでとうございます。 中央

ＲＣ４０名に復活です。 ご入会感謝いたします。

　

鶴田明敏君
見藤史朗様のご来訪を歓迎いたします。 会社が隣りどおし

で公私共々、 大変お世話になっています。

橋口佳周君
大学の後輩、 小川正信君の入会を心より歓迎いたします。

所用により早退します。

クラブ管理委員会（坂井智照君・南部建君・前田眞澄君・八
重野一洋君）

本日よりご入会の小川正信君と本日、 卓話をお願いしており

ます西部ガス （株） 佐世保支店長 見藤史朗様のご来訪を

歓迎いたします。 小川様、 仲よくしましょうネ。

岡田文俊君
早くも後輩をお迎えくださるとトウの立った新人は喜んでおり

ます。

井上亮君・崎元英伸君・本田実君・大久保厚司君
井上団長のもと、 ベトナム視察に３泊４日の旅に行ってまいり

本日の合計　　　　   24,000 円

本年度の累計　　　 322,000 円

   《　ゲ ス ト 卓 話 　》 　 

　佐世保市に都市ガス会社が出来て１００

年になりましたので、 本日は 「佐世保都

市ガス １００年史」 という話をさせていた

だきます。

　現在、 佐世保市の西部ガスのお客様は約４万２千件、 ガス

をお届けしている地域は佐世保のほかに長崎 ・ 島原 ・ 熊本 ・

福岡 ・ 北九州などの１６市１６町、 用途は様々で家庭用の調理

や、 給油、 暖房などはもちろんですが、 工業用、 業務用そし

て冷暖房としての空調用など色々なところで使われています。

また、近頃お耳にする燃料電池の燃料としても使用されています。

　電力会社と違って都市ガス会社は全国に２００社、 九州では２

７社あり長崎県内では大村市や諫早市などにあります。 九州全

域がパイプラインでつながっているというのではなく地方自治体

に点在しているという点で、 インフラ事業としては電力やＮＴＴ

より水道に似ています。

　日本で初めて都市ガスが登場したのは、 明治５年 （１８７２年 )

９月、 横浜の馬車道で点灯されたガス灯です。 このようにしばら

くは明かりとして普及を続けましたが、 その後電灯が普及するの

に伴って、 用途は調理や給油へと変わっていきました。

ました。 フォーに、 生春巻きと食事に満足しながら、 無事帰

国することが出来ましたので、 ニコニコします。

佐世保中央ＲＣ競馬同好会（浅野訓一君・崎山信幸君・野
村和義君）

いよいよ、 今度の日曜日世界の最高峰のレース凱旋門賞が、

フランス ロンシャン競馬場で行われます。 ディープインパクト

でさえ勝てなかったこのレースに、今回はディープの子供 「キ

ズナ」 が挑戦します。 昨日現在４番人気でしたが、 １番人気

はこれも日本の馬で 「オルフェーブル」。 もしかすると日本の

馬で 「ワン ツー フィニッシュ」 という奇跡的な場面が見られる

かもしれません。 日曜日、 日本時間２３時１５分発走。 どうぞ

お見逃しのないように応援宜しくお願いいたします。 最近馬

券が当たらないので、 今回のニコニコは３人で勘弁してくださ

い。

親睦活動委員会（井上　亮君・崎山信幸君・川島千鶴君・
香月章彦君・山口裕之君・山田伸二君）

小川正信君のご入会をお祝いして親睦活動委員会でニコニ

コします。

昭和２２年１０月　２日　古川　直記君
昭和２９年１０月１９日　四元　清安君

西部ガス (株）佐世保支店　
理事・支店長　見藤史朗様　



　佐世保で都市ガスが使われるようになったのは明治４５年 (１９

１２年 )１月１８日、 つまり今年で１０１年目を迎えたわけです。

佐世保ガスを含む北部九州のガス事業者はその後分離分割を

繰り返し、 昭和５年 (１９３０年 ) 西部ガスが設立されました。 佐

世保ガスとして開業した当時のお客様数は８００件あまりでした。

その後、 佐世保市の発展とともにお客様数は順調に増え続け、

昭和１８年 (１９４３年 ) には５３００件になりましたが、 空襲による

被害などで終戦時には２０００件まで減少してしまいました。 しか

し、 戦後の復旧・復興に伴い佐世保市の人口が増えていくとと

もにガスをお使いのお客様も増えていき、 現在では４万件を超

えるお客様に使用していただいています。 ガスの原料もかつて

は石炭でしたが、 その後石油系の原料を経て今では天然ガス

が都市ガスの原料となっています。

　ところで、 ガスにはガス爆発とかガス自殺というイメージがありま

すが、 まず、 都市ガスでガス自殺はできません。 かつての都市

ガスには製造過程で一酸化炭素が含まれていましたが、 今の都

市ガス ( 天然ガス ) には一酸化炭素は含まれてないからです。

ただし、 空気とガスが程よい割合で混ざり合った時、 燃焼・爆

発が起きますが、 ご近所の迷惑になりますので、 部屋の中にガ

スを溜めようなんてするのは止めてください。 それから、 ガス自

体は無臭なのです。 だた、 万一漏れた時のことがあるので後か

ら臭いをつけています。

　都市ガスはほかのライフライン同様いろいろな災害に遭ってい

ますが、 今では地震に強いポリエチレンで出来たガス管や震度

５以上の地震があると自動的にガスを停止するガスメーターなど

の普及で災害対策は日々強化されてきています。

　なお、 西部ガスでは現在、 北九州市で大型基地の建設を進

めており、 来年１０月に完成すればガスの供給安定やコストダウ

ンにつながることが予想されます。

　ということで、 くさい、 こわいというイメージとは今の都市ガスは

ちょっと違いますよということをお伝えしながらガスくさい話を終わ

らせていただきます。

ありがとうございました。

ＳＡＡ：溝上純一郎君

次回例会／１０月１０日１８：３０～

次回献立／創立記念例会・円卓料理
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