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四つのテスト

1 真実かどうか

2 みんなに公平か

平成２８年 ４月１２日（火曜日） 第２，６５７回
【月間テーマ】 母子の健康

☆会長挨拶 (渡部堅一 会長）

例 会 場 タスパークホテル℡0238-88-1833
会報委員 五十嵐順子・菅 滋徳・塚田弘一・志釜幸喜・奥山智孝
Ｅ－ｍａｉｌ：ｉｎｆｏ＠ｎａｇａｉ－ｒｃ．ｊｐ
3 好意と友情を深めるか

4 みんなのためになるかどうか

＜例会報告 NO.37＞ 会員卓話 五十嵐 順子 氏

飲暴食であったため、体重が大変変化してまいりました。
みなさん、遊んだあとは運動しましょう。また、全員
けがもなく無事に帰れまして何よりでした。ありがとう
ございます。

☆幹事報告(大山友規憲 幹事）
〇第 14 回理事会開催。5 月のプログラムについて協議。
〇4/9,10 研修旅行で函館に行ってまいりました。皆様の
協力を得まして無事帰ってまいりました。

☆委員会報告

皆さんこんにちは。今週は市内の桜も満開状態で大変
見ごろになりましたが、昨日から珍しく雪が降り、朝起
きたら白く雪景色になっておりました。桜も雪と一緒に
散ってしまう感じです。
4 月 20 日は、中央クラブとの観桜会がありますので、
できればそこまで待っててもらいたいと思います。
先週、土日と研修旅行に 13 名と大勢で参加してまいり
ました。北海道新幹線が開通して 15 日目でしたが、結構
席が空いてたようです。
トンネルに入る前にアナウンスがありましたが、アッ
という間に入ってしまい、ちょっと感動がなかった気が
します。全長 52～58ｋｍと長いトンネルですが、20～25
分で通過するので大変速いなと感じ、外の景色も動きが
速いと感じました。函館では、食べ物が新鮮で勝手に好
きなものをたくさん食べ、大満足してまいりました。暴

〇塚田弘一 広報委員長
・5 月のプログラム内容紹介。
〇尾形和夫 ﾛｰﾀﾘｰ情報委員長
・ロータリーの友 4 月号見所
横Ｐ10 寒河江ＲＣ紹介
横Ｐ14～17「母子の健康」特集
横Ｐ18 米山梅吉の生涯
横Ｐ36 国際ロータリー理事会の様子
〇伊藤克也 親睦委員長
・来週の中央ＲＣ合同観桜会、19 名出席
・最終例会は、6/28、例年どおりゴルフコンペ予定
＜ニコニコ BOX＞
・渡部 堅一 会長
旅行にはたくさんの方に参加いただき、楽しく無事
に終了してまいりました。
・五十嵐 順子 会員
研修旅行お世話になりました。

会員卓話 五十嵐 順子 会員）

・4 月からの電力小売市場への参入は、
「登録制」となっ
ており、
「小売電気事業者」として登録が必要です。3 月
31 日現在、280 社が審査を通過し、登録されています。
・新小売事業者は様々なメニューを発表しており、
「セッ
ト割引」
「段階別料金」
「時間帯別料金」などがあります。

演題 「電力小売前面自由化について」
・電気にも記念日がありまして，1878 年（明治 38 年）
に東京虎ノ門の工部大学校（現在の東大工学部）で，初
めてアーク灯が点灯されたのを記念して，３月２５日が
電気記念日となっております。
・東北地方で始めて電気が点ったのは，明治２１年，仙
台市の三居沢にある紡績会社が工業用の水車を夜間に利
用して発電しました。そして，山形県内では明治３２年，
米沢水力電気株式会社が滝ノ沢（現在の小野川発電所）
が始まりです。では，長井市はといいますと「長井市史」
では，大正 3 年 11 月 15 日，長井駅開通式の日に始めて
電燈がつきました。山形電気株式会社から電気を購入し，
長井町営事業として，町役場に「電気部」を設けて運営
したようです。
・電力小売全面自由化とは、いままで家庭や商店など、
低圧のお客さまは、各地域の電力会社だけが電気を販売
しており、お客さまが電力会社を選択することはできま
せんでした。2016 年 4 月からは、低圧についても小売業
への参入が自由化され、家庭や商店を含む全てのお客さ
まが電力の購入先を選択できるようになりました。
・電力の小売自由化は 2000 年 3 月より順次開始されてお
りました。
・電力システム改革は国の議論の結果、
「安定供給の確保」
「電気料金の最大限の抑制」
「需要家の選択肢と企業の事
業機会の拡大」を目的として、3 段階に分けて順次実施
していくスケジュールとなっております。
・日本の電力システムは、各地域電力会社が発電、送配
電、小売を一貫して担っておりました（発送電一貫体制）。
・2016 年度からは、発電と小売が完全に自由化されます。
一方、送配電は引き続き各地域電力会社、ここでは東北
電力が担います。これは、社会インフラである膨大な送
電線や配電線を地域電力会社が既に所有し維持管理して
いますので、新たな電気事業者が新しい送電線、配電線
を建設することは社会的に無駄が多く、この部分を担う
事業者が地域ではいないということだと思います。
また，新規参入者すなわち新電力は、地域電力会社のこ
の送配電網を利用し、お客さまに電気を届けることにな
ります。したがって、新電力と契約したお客さまも現在
利用していただいている東北電力の配電線で電気が届け
られます。

・現在東北電力とご契約いただいているお客さまは、引
き続き現行と同様の料金メニューにより契約いただけま
す。この場合は申込は不要です。
・使用電力量のお知らせの中頃に、
「供給地点番号」がこ
の 1 月から設定されています。これは全国で共通で使用
する番号であり、電力会社を変更する際に必要なる番号
ですので、一度ご確認下さい。また、再エネ賦課金は、
再生可能エネルギーの普及促進のため、2012 年から始ま
った「再生可能エネルギーの固定買取価格制度」に基づ
き，使用量に応じて，全国の皆さまがご負担いただいて
いるものであります。現在 1kwh あたり 1.58 円ですが、
平成 28 年度は 2.25 円（5 月分から適用）に決定したと
経産省が発表しました（月 300kWh 使用で月額 675 円，年
額 8100 円）。毎年、再エネの固定買取制度で買い取った
電気料金で見直しますが、これから 20 年間は増えても減
ることがありません。
＊詳細は DVD をご覧ください。

☆次回例会予定
・4 月 19 日 休会
・4 月 20 日 長井中央ＲＣ合同観桜会

☆出席報告
4 月 12 日例会

報告者：大滝

会員数
(免除)

出席数
(免除)

徹
出席率

本日
（ 4/12 ）

28
(1)

18
(1)

64.29
％

前回
( 4/ 5）

29
(2)

19
(2)

65.62
％

前々回
(3/29)

30
(2)

23
(2)

76.67
％

会員
MU 数

4

修 正
出 席
数

修 正
出 席
率

23
(2)

79.31
％

