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クラブテーマ 

春日井市道風記念館

植物園 ニュートンのリンゴの木

本日のプログラム 
           司会   和田 了司君 
・点 鐘            加藤久仁明君 

・ROTARY SONG   「我等の生業」 

・今月の歌    「茶摘」 

・ビジター紹介         加藤久仁明君 

・食事・歓談 

・委員会報告 
・会長挨拶           加藤久仁明君    
・卓 話  徳洲会総合病院   高山  悟氏 

・幹事報告           近藤 太門君 

・点 鐘            加藤久仁明君 

今月の歌 

茶摘 

夏も近づく   八十八夜 
野にも山にも  若葉が茂る 

あれに見えるは 茶摘じゃないか 

あかねだすきに 菅の笠 

 

先週の記録 

幹事報告      幹事   近藤 太門君 

山田倫章（やまだともあき）君、卓話をありがと

うございました。 
では、幹事報告をします。 
※三ＲＣの合同現次期理事役員会が 5 月 25 日

（月）午後 6：00 から名駅のキャッスルプラザで

開催されます。出席者の方にはＦＡＸにて連絡済

です。 
※12ＲＣ現次期の会長、幹事会が、5 月２８日（木）

次期の会長幹事さんは、午後 5 時 30 分受付の会

議で、現会長幹事は 6 時 30 分～の会議です。 
場所はウェスティンナゴヤキャッスルです。 
※春日井市からの出席要請です。「安全な街づく

り協議会総会」が、6 月 2 日 

２０１５年５月２９日（金）２２３３回（５月第４例会） 
 
（火）午後 2 時から市役所 2Ｆで開催されます。

出席要請者は加藤会長です。 
※入会希望の大原泰昭君の入会式を 6 月 12 日に

行います。 
次週の予定です。 
次週は 18：00～夜間例会です。卓話は徳州会病院

の高山さん卓話を予定しています。 
 

◎例会変更の案内 
羽 島 ６月２日(火)  ６月２日(火)１８：１５ 

   ＲＣ 夜間例会の為アンディアーモパルテンツアホテル

名古屋守山 ６月１７日(水) ６月１７日（水） 

   ＲＣ 夜間例会の為 未定 

瀬 戸 ６月１７日(水)  ６月１３日（土） 

   ＲＣ 夜間例会の為 角甚 

あ ま ６月１５日(月) ６月１５日(月) 

   ＲＣ 夜間例会の為  

岡 崎 南 ６月９日(火) ６月９日(火) 

   ＲＣ バーベキュー例会の為小久井農場

 

◎例会休会のお知らせ 

○名古屋北ＲＣ   ６月５日（金）は休会 

○名古屋東ＲＣ   ６月１日（月）は休会 

 

◎ビジター紹介   会長  加藤久仁明君 

○名古屋東南ＲＣ   山口  直彦君 

 

出席報告        委員長  伊藤 純君 

会員 58名 欠席19名 出席率67.2% 

先々週の修正出席 欠席3名 出席率94.8% 

 



ニコボックス報告    委員長   古屋 義夫君 

 

○皆様、ネパール地震に対する支援金にご協力く

ださい             加藤久仁明君 
○米山奨学生シェレスタラクシムさんをお迎えし

て               社本 太郎君 
○祝福の皆様おめでとうございます。 

近藤 太門君 
○祝福の皆様おめでとうございます。また米山奨

学生の方ようこそ        志水ひろみ君 
○家内の誕生日の祝福をいただき有難うございま

した。喜んでおりました。    屋嘉比良夫君 
○卓話をさせて頂き有難うございます。 
                山田 倫章君 
○米山奨学生の方ようこそいらっしゃいました。

また山田君の卓話が楽しみにです 古屋 義夫君 
○祝福の皆様おめでとうございます 

日比 雄将君 
 
○米山奨学生の方ようこそ    中島  泉君 
○アテンダンス表彰ありがとうございます。46 年

になりました。         磯野 俊雄君 
○祝福ありがとうございます   成瀬 浩康君 
○誕生祝ありがとうございます。昨日で古希にな

りました。           太田 弘道君 
○家内の誕生日を祝福して頂きありがとうござい

ました。            林  憲正君 
○戻ってまいりました。宜しくお願い致します 
                河村 哲也君 
○祝福ありがとうございます   小川 茂徳君 
○祝福の皆様おめでうございます 薮下 尚武君  
○川瀬治通先生には 27 年度幼児健康診断でお世

話になりありがとうございました 小川  長君 
○祝福の皆様おめでうございます。またネパール

の奨学生の方ようこそ      早川 八郎君     
○いつも有難うございます    大橋 省吾君 
○卓話を楽しみにしています   梅村  守君 
○山田さん卓話を楽しみです   青山 博徳君 
○今日も宜しくお願いします 
足立 治夫君  岡嶋 良樹君  亀谷 鉦一君    

加藤  茂君  風岡 保広君  加藤 宗生君  

北  健司君  芝田 貴之君  杤本 正樹君  

野浪 正毅君  長谷川英輝君  蓮野 美廣君      

森田  誠君  山田  治君  和田 了司君 
○ご協力ありがとうございます。 古屋 義夫君 

※今回のニコボックスはネパール地震の支援

金に当てます。 

卓話            山田 倫章君 

先週は、浜岡原子力発電所の職場例会に多数出

席いただきありがとうございました。私の卓話

は新年にもさせていただき、また私の会社の職

場例会と連続になってしまいます。恐らく他の

会員の方のお話しをお聞きになりたい方が多

いと思いましたが、宅間プログラム委員長より

「電力の自由化と中電が東電と一緒になる話

がよくわからないので、卓話で説明してほし

い」との依頼がありました。できるだけ分かり

やすく解説したいと思いますので、宜しくお願

いします。 

東日本大震災以降、電力会社同士の競争また他

業種からの参入が産業用等の大口向けに盛ん

になっています。家電量販のヤマダ電機は中電

や関西電の管内の 4 割の店舗で、既に東京電力

から電気を購入しています。逆に中部電力も子

会社を通じて、東京都庁へ電気を販売していま

す。このような例は石油会社の参入等も併せて

全国的に広がりつつあります。さらに来年の 4

月からは、一般の家庭用も含めて全面的な自由

化が開始されます。ですから例えばソフトバン

クの携帯を使っているから、ソフトバンクエナ

ジーという会社からセットで電気を買うとい

うようなことが、実際可能になるわけです。 

 

そのような状況を見越して、東京電力は異業種

との提携を進めていて、ここのところ毎日のよ

うに紙面をにぎわしています。携帯電話会社や

ガス会社、また保険会社との提携や、ポンタや

Ｔポイントなどのポイントサービスを始めま

す。他の会社も同様の検討を今まさに進めてい

るような状況です。 

また電気を作る側では、東京湾に様々な会社が

石炭火力発電所やＬＮＧ火力発電所を作る計

画があります。これは自由化で大きな市場が開

放される首都圏で売る商品である電気を作り

たい競合会社の思惑が重なっています。ご存じ

の方も多いかと思いますが、ここ中部圏は電気

の周波数が 60 ヘルツで首都圏の 50 ヘルツとは



違うため、そのままでは電気が送れません。周

波数を変換する装置には容量の制限があるた

め、50 ヘルツ地域で電気を売るには、50 ヘル

ツの電気を作ることが重要になっています。 

 

 

さて、こんな現状において中部電力は東京電力

とアライアンス（提携）を結び、燃料の輸入や

新規火力発電所の開発を一緒に行う「ＪＥＲＡ

ジェラ」という会社を設立しました。何故、競

争相手と一緒になるのか？という点が、皆さん

にとって分かりにくいのではないかと思いま

す。 

 

自動車販売の世界でも、生産コストを抑えるた

めに部品の共同調達を行ったり、製品を共同開

発することがあります。中には、エンブレムだ

け変えてほぼ同じ車を別の自動車メーカーが

販売するＯＥＭというものがあります。最近で

はマツダのプレマシーを日産が外見を少しだ

け変えてラフェスタとして販売しています。 

 

このように製造の提携と、小売りの競争という

ことは自動車業界にもあります。「ＪＥＲＡ」

ではまず中部電力と東京電力の火力発電所で

使用する石炭やＬＮＧ、石油を共同で調達する

ことで、火力発電コストの大部分を占める燃料

費の軽減を図ります。また、これから両社で計

画される火力発電所の新規開発は「ＪＥＲＡ」

で行い、効率的かつ経済的に優れた発電所とし

ます。さらに将来的には、既存の火力発電所全

体を「ＪＥＲＡ」に移管して、中部電力と東京

電力の全ての火力部門をまとめた会社にして、

抜群のシェアを競争力を持った発電会社にす

るという構想もあり、現在検討が進められてい

ます。 

 

こうして価格的に競争力を高めた電気を、如何

に販売するかは、まさに「競争」です。東京電

力がポイントサービスはじめさまざまな提携

を進めるように、中部電力もセブンイレブンの

ナナコやイオンのワオン等と提携した会員向

けサービスの「カテエネ」はじめ様々なサービ

スを提供していきます。是非ともご活用下さい。 

 

このように自由化、競争はこれから進んでいき

ますが、この地域で電気を送るには送電線や変

電所、配電線というものを必ず通らなければな

りません。ですから、皆さんが仮に中部電力以

外の電気を購入されることになったとしても、

電気を送るサービスは中部電力の送配電部門



が担うことになります。私がいる中部電力春日

井営業所はこうしたサービスを通して、皆さま

の電気のある安心できる暮らしに貢献したい

と考えています。こうした私たちの想いや使命

感が、今後とも皆さまが私共の電気を買ってい

ただくことに繋がれば、これほど嬉しいことは

ありません。 

（以下、未使用） 

 

 

 

ビジター挨拶 山口直彦君 

 

米山奨学生挨拶 シュレスタ ラクシミさん 

 
会員誕生日お祝い 

 

 
結婚記念日お祝い 

 

 
アテンダンス表彰 

 

 

卓話 山田 倫章君 


