
■ソング：我等の生業

■ゲスト：荒谷洋瓦株式会社

太陽光発電システム事業部

青山 辰男様

各会員各記念日（2月）

■会員誕生日 金澤 節生 三好 静子

■結婚記念日 森 照明 鴨宮 弘宜

松浦 一志 吉田 卓司

■配偶者誕生日 大田 嘉弘 坂田 武文

森 照明 荒谷 隆文

夜船 正昭 小田 邦治

■事業所創立 土居 敏昭 荒谷 隆文

スマイルボックス

■年賀状・・・大田

クライングボックス

・名札を持ち帰りました。 （円山啓壮）

幹 事 報 告

幹事 梶谷 寛康

・2009～2010年度RID2710G9ＩＭ開催について

G9ガバナー補佐 本庄純夫

日 時 平成22年4月3日（土）12:30受付開始

13:00～ 開会式

13:45～15:15 記念講演

15:25～16:45 奉仕プロジェクト活動報告

16:50～17:10 閉会式

17:30～19:00 懇親会

会 場 湯坂温泉郷 ホテル賀茂川荘

登録料 12,000円

記念講演

講師 三菱UFJ証券株式会社

チーフエコノミスト 水野 和夫 氏

演題 2010年度の世界と日本の経済展望

～21世紀は「陸と海のたたかい」～

・ガバナーへのお礼の件

G9ガバナー補佐 本庄純夫

G9各クラブ10,000円

・ＩＭ委員会構成表・役割分担表配布

会 長 の 時 間

副会長 下山 生修

私は新聞をスクラップしているのですが、丁度今

日は太陽光発電についてのお話があるのですが、

そのスクラップの中に『忠海中学校に太陽光発電』

という記事がございました。イオングループのオー

ナーが忠海に来られイオン環境財団から忠海中学

校に太陽光発電の一式を寄贈なさっというニュー

スです。これは凄いことでございまして、まさに

国をあげてのCO2削減の為に太陽光の利用が始まっ

ているということです。国が補助を出しているの

は皆さんもご承知だと思いますが、一kW当たり7万

円の補助を国は出しています。竹原はどうなのか

と調べてみますと、現在広島県内の自治体殆どの

市町村が補助を出していたのですが、やっと竹原

市も12月の広報に１kW3万5千円、上限14万円とい
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本日のプログラム ２月４日

誕生祝・各会員各記念日祝

誕 生 該 当 者 会 員 卓 話

次週のプログラム ２月１８日
卓 話

広島商船高等専門学校

助教(広島丸一等航海士)清田 耕司氏

２０１０年１月２８日第２２３１回(指定席)例会記録



うことが掲載されていました。これから太陽光発

電を利用した家庭が相当数増えてくると思います。

先日の新聞を見ますと中国地方県内の契約は47,00

0件、2003年が16,000件ですので約6年の間に3倍も

延びたということです。自然の太陽から出たエネ

ルギーを電気に変え、それを電力会社に売る。い

よいよ竹原も始まったわけです。我々も自然の恵

みCO2削減の一環としてこれに参加する機会が来た

と感じております。

委 員 会 報 告

■ＩＭ実行委員会 委員長 藤中 保

IM実行委員会構成表と委員会役割分担表を配布さ

せて頂きました。皆様には委員長を中心に役割を

十分検証していただき参画意識を持ってIMに関与

していただきますようお願い致します。

■社会奉仕(新世代)委員会 委員長 尾野 剛章

2月7日（日）竹原ロードレースに於いてぜんざい

＆きな粉餅サービスを行いますが現在20名の参加

を頂いております。朝8時30分にバンブー体育館前

にご集合願います。45周年記念品のジャンバーを

着用下さい。

■家庭集会１班 副リーダー 朝比奈勝也

2月4日（木）18時より大広苑に於いて開催致しま

す。宜しくお願い致します。

■4班家庭集会 リーダー 久藤 孝仁

2月18日（木）18時30分より大広苑に於いて開催致

します。宜しくお願い致します。

■3班家庭集会 リーダー 尾野 剛章

2月11日（木）に行います。詳細については後日ご

案内致します。

外 部 卓 話

『太陽光発電システムについて』

荒谷洋瓦株式会社

太陽光発電システム事業部

青山 辰男様

皆様こんにちは。荒谷洋瓦

の青山でございます。本日

は宜しくお願い致します。

お手元の資料を元に説明さ

せて頂きます。

①太陽電池モジュール及び架台

太陽光エネルギーを電気に変換する太陽電池モ

ジュールと屋根に固定するための架台。

・太陽光発電システムは太陽電池モジュールが主

役である。大体約縦横１mのパネル。一般家庭では

このパネル20～30枚くらいを設置。平均3.84kwを

つければ電気代の約7割をまかなうことが可能。

②パワーコンディショナ

太陽電池で発電した直流電流を交流に返還。シ

ステム全体の運転を自動管理する。

③屋内分電盤

電力を住宅内の家電製品等の負荷に分配。

④電力メーター

電力会社に売却する余剰電力を計算する「売電

用」と購入する電力を計算する「買電用」の二

種類のメーター。

⑤災害時に使える非常用電源

台風地震で電気が止まる事がありますがそういう

ときにはこの非常電源があると大変便利である。

⑥最も効率の良い設置の仕方

太陽電池を設置をする方角は真南が100％である。

真南から西や東へ向くことにより発電量も落ちる。

⑦太陽光発電は自然に優しいエネルギー

CO2の大量排出などの影響による地球温暖化は地球

環境変化の大きな原因とされている。

太陽光発電で電気を手づくりすれば環境保護に貢

献できる。

出 席 報 告

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名 ２９名 ２名 ３名 ３名 ９４．１２％


