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国際ロータリー第2730地区

高鍋ロータリークラブ
区

会 長
副会長

福 岡 直 樹

幹 事
例会日
例会場

木 浦 亨 英

事務所

第 2014 回 平成 30 年 3 月 22 日プログラム
１．点 鐘
２．ロータリーソング
それでこそロータリー
３．ビジター・ゲスト紹介
４．会長の時間
５．幹事報告
６．出席報告

７．ＢＯＸ披露
８．委員会報告
９．PETS 報告
10．次週例会案内
11．点 鐘
12.

本日の例会案内
＊PETS 報告―坂田会長エレクト・藤本範行君
＊会員卓話―曽我部幸夫君
＊100 万㌦

第 2013 回 例会内容（3/15）
■会長の時間
会長 福岡 直樹君
新燃岳が噴火して、
火山灰で何かとざらざ
らしています。
あるデーターにより
ますと、霧島連山が噴
火すると大きな地震が
来ているそうです。
前回、新燃岳が噴火
して 44 日後に、3 月 11
日の東北大震災が起こ
りました。
南海トラフがあるだ
けに、気を付けなければいけないと思いました。
家族で避難場所を確認しました。
明日は、高鍋東中学校の卒業式です。ＰＴＡ会長として
祝辞を述べなければなりません。
今までの経験から、大体３回に１回は良いあいさつを
しますので明日はその１回になれば良いなあと思ってい
ます。頑張ってきます。

会報

坂 田 師 通
毎週木曜日 １２：３０～１３：３０
ホテル泉屋 ２F
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋 1368－4
ホテル泉屋内 TEL/FAX 0983-21-1636

高鍋ロータリークラブテーマ『エンジョイ』
第 2730 地区ガバナー
押川 弘已
中部分区ガバナー補佐 久寿米木 和夫
RI テーマ 『ロータリー：変化をもたらす』
地区テーマ『ロータリーを知り理解を深めよう』
3 月の月間テーマ
水と衛生月間
次週 3 月 29 日（木）は特別休会です。
次回例会案内；４月 5 日（2015 回）
夜間例会＆観桜会
於；四季亭
■幹事報告
＜文書案内＞
＊第 27 回「石井十次賞」贈呈
式及び第 36 回石井十次生誕
記念式典開催について
日時 平成 30 年 4 月 10 日
13：30～16：00
場所 たかしんホール

幹事 木浦亨英君

■会員卓話
甲斐英治君
本日の卓話では、最近の
電力関係の話をさせていただ
きます。
まず、太陽光発電等の再生
エネルギー関係ですが、国の
データでは、風力やバイオマ
スを含めた全国の導入量は、
平成 28 年 11 月時点で 3,314
万 kW となっており、九電の全
電源である1,920 万kW を大き
く上回っております。また、設置が終わっていない認定容

量は 8,880 万 kW となっております。一方、九州本土では
昨年 10 月末で太陽光が 757 万 kW 連携されており当社の
発電設備の 40%程度となっておりますが、今年度上期の電
力量として、太陽光・風力・バイオマス等を含めても 16%
程度しかありません。
先般、太陽光発電の平成 30 年度買取単価が 18 円との
新聞記事がでましたが、これは、太陽光の出力が 10Kw 以
上 2000kW 未満の事業用の単価ですが、10kW 未満の場合、
出力制御ありの場合、28 円となっています。太陽光の単
価は、一番高い時が 48 円でしたので、大幅に低下してお
ります。
再生可能エネルギーの買取費用は、再エネ賦課金として、
全てのお客さまにご負担いただいているのですが、その
単価は現在、2.64 円/kWh となっており平均的な月間の電
気使用量が 300Kwh のお客さまの場合、年間 9.500 円程度
ご負担されています。この単価は平成 24 年度は 0.22 円
でしたので、5 年間で 12 倍の単価となっております。現
在の 2.64 円は前年度に比べ 0.39 円上がっておりますが、
今後、毎年値上げとりますので、この賦課金の上昇を抑え
ることも大きな課題となっておりその関係もあって再エ
ネの買取価格が下がっております。
原子力発電についてですが、原子力については賛成反対
いろんなご意見がありますが、当社では、現在、川内原子
力の 1・2 号が稼動しておりますが、玄海については、今
月末には再稼動を行う予定となっております。なお、原子
力発電所の運転停止に関する仮処分の佐賀地裁での決定
が今月 20 日の予定であり、判決はどうなるか分かりませ
んが、四国の井方原発については、広島の判決で運転停止
の決定がなされましたが、今回の佐賀ではそのようなこ
とは無いと思っています。
いずれにしても安全運転の継続していくことが大切な
ことだと思っています。
次に電力自由化の状況ですが、
九電以外の電力会社に契
約変更されたお客さまは、九州全域で約 44 万件の 5.9%と
なっており高鍋営業所館内では 1,600 件が離脱となって
おります。全国的には、東京・関係・北海道・中部に続き
5 番目に多い離脱率となっております。契約変更先は、通
信会社が一番多いのですが、ガス会社やさまざまな業種
が新電力として営業活動を展開しておられます。通信会
社の場合、電気料金自体は、当社と同レベルですが、携帯
電話のポイントがつくことから契約変更されているよう
です。電力自由化に伴い九電も料金メニューを増やして
おり、新電力へ契約変更されたお客さまでも、当社の料金
メニューの方が安くなるというケースもあり、これらの
お客さまに対する営業活動も展開して、離脱されたお客
さまの取り戻しも行っております。
ロータリーの皆さまについては、九電のもっとも安い
料金メニューに変更させていただいておりますので、よ
ろしくお願いいたします。なお、電気料金が安いほうがい
いというのは当然の事だと思いますので、もし、新電力を
検討される場合は、工場等の高圧契約も含め当社に事前
にご相談いただければと思います。

会員卓話 尾崎敏弘君

■出席報告

会員卓話 多賀学昭君

出席委員 山道義孝君

出席報告（3/15）
正会員総数
46 名
出席会員数
31 名
ホーム出席率
67.39％
修正出席率
84.78％

4 月の例会案内
2015 回
夜間例会＆観桜会
於；四季亭
4/12 2016 回
月初めのセレモニー・米山ランチ
血圧測定・会員卓話・雑誌紹介
クラブ研修・理事会
4/19 2017 回
早朝例会（公園清掃）7：00～
4/26 2018 回
外部卓話―宇田津一郎様
（株）ベネッセコーポレーション
100 万㌦
プログラム委員会
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