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会　　報　第133号
令和４年８月３日発行

　会報133号の編集も終盤を迎えた今、広報委員も交代して７人中５人が新しいメン
バーです。なれたメンバーが少なくなりましたがベテランが２人残ったのでスムーズ
に引き継ぎができて編集作業も順調です。
　毎号あとがきは広報委員長が書いていましたが今回から編集に関わった全員に一言
ずつ書いていただきます。

・ここ数年、探していた映画のBlu-ray BOXがメルカリに出品されたため、高かった
が思い切って購入しホッとした・・・。高い買い物だったが、誰かに買われて後悔
するよりはマシだ・・・と、いつも自分に言い聞かせてる。（SH）

・この夏は各地の祭りやイベントが再開される予定だ。もちろん感染対策も怠ること
なく「新しい時代　伝統文化も　ウィズコロナ」と行きたいものだ。（M・T）

・６月下旬とはいえ、連日の暑さで空調服が大活躍してます。使用している空調服は、
一度の充電で９時間使用出来ますので、大変快適です。是非、同業者の皆さんにも
お薦め致します。（岩－吉田）

・24万㎞走行の愛車が追突されてしまった。ちょうど買い替えを考えていた頃である。
修理代は〇十万円だが・・・修理はせず修理代をいただき新車を買うことにした。ラッ
キー！ちなみに下取りは３万円だった。（新人K）

・庭に花壇を作って花を植えた。毎朝カーテンを開けて見てみる。数本の花だけで庭
が華やかになり、気持ちが癒される。（N-S）

・やっと息子が大学を卒業して、金がかからなくなったと、一息ついたが、給料が安
いと、スネをまたかじられた。ああ（フ）

・久方や　身体の変化　気が付かず　腹を押し込み　総会に行く（NS）
・忙しく、暑い毎日ですが、心安らかに、気持ち穏やかに活きたいものです。（詠み
人知らず）

　引き続き会報原稿募集中ですので皆様よろしくお願いいたします。

表紙「上越火力発電所」
　2014年８月の火力電源入札募集から始まった上越火力発電所建設も2022年３月から試運転が開始され、12
月に営業運転開始の予定となりました。当初、2023年６月の営業運転開始予定が、冬季間の電力ひっ迫を回
避するため、建設担当者の努力で繰り上がりました。
　　所在地　新潟県上越市八千浦１　　使用燃料　LNG気化ガス
　　発電方式　ガスコンバインドサイクル発電システム　　発電出力　57.2万kW　　熱効率　　63％
　このガスタービンは一般社団法人日本機械工業連合会の「平成30年度優秀省エネ機器・システム表彰」に
おいて「経済産業大臣賞」を受賞しています。一般家庭80万世帯分の使用電力に相当します。本館建屋と煙
突上部のラインは、上越市のシンボルである桜をイメ－ジさせる「桜色」と、上杉謙信公の天賜（てんし）
の御旗の色である「紺色」をイメ－ジカラ－としていると担当者の山本優斗さんのお話です。
 写真・文：大島　武（新潟県）
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