
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今週の卓話  （3月 22日）  

次週の予定  （3月 29日） 

ロータリーソング 

「日も風も星も」「四つのテスト体操」 

 

第２６６０地区 
大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目 2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12時 30分～1 時 30分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 
 
 

創立 1967年 12月 26日 
■会 長 小川 芳男 
■幹 事 大矢 克巳 
■会報委員長 中  恒夫 
 

◆4 つのテスト◆ 
言行はこれに照らしてから 
① 真実かどうか？ 
② みんなに公平か？ 
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？ 
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先週の例会報告 
 

 
世界へのプレゼントになろう 

国際ロータリー会長 

K.R.ラビンドラン 

 

 

２０１５年～２０１６年度 

国際ロータリーのテーマ 

大東ロータリー会長テーマ 

「 輝かしい伝統を心に・変革を！ 」 

後面に記載 

「 経歴発表 」 

谷中 宗貴 会員 
  

  
  「 日本ライトハウス活動状況と 

          盲導犬について 」 
担当 小林 誉典 会員 

日本ライトハウス 理事長 橋本 照夫 
  

  
  ◆ 出席報告（3月 8日分） 

会員数 39名 出席数 28名 欠席者 5名 

特定免除 5名 その他免除 1名 

出席率 84.85％ 

 

前々回 2月 23日分 

ホームクラブの出席者 30名  88.24％ 

メークアップの結果 32名 

特定免除 4名  その他免除  1名 

欠席者 2名  修正出席率 94.12％ 

 

 



 

 

 

 

今週の土曜日、台湾の台北市スワンシーRC の

25 周年記念式典に出席のため 3 泊 4 日の予定で

関空から台湾へ出発します。総勢 18名・会員 11

名・奥様 7名の参加の予定になっております。 

台北市スワンシーRCとは、24年の交流の歴史

があり、私達にとって無くては成らない存在にな

っています。毎年交代に訪問し合い友好を重ねてきました。今年は、私達が訪問し、

WCS事業を台湾で行う年度になっています。WCSの事業先が、交通の便が悪く、バス

も通りにくいとの事で贈呈式も25周年の式典の中で執り行われるそうです。私達は、

スワンシーRCと旧交を温め、しっかりと親睦を重ねてまいりたいと思います。 

この台湾訪問の関係で、例会の休会日を変更しております。来週は、休会になり、

来来週、通常通りの例会を開会いたします。お間違いの無いようによろしくお願い

致します。 

 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                    中野 隆二 委員長 

・結婚記念日 自祝      小川 芳男 君 

・結婚記念日 自祝      田川 和見 君 

・結婚記念日 自祝      東村 正剛 君 

・入会記念日 自祝 （2月）     安田 智洋 君 

・四條畷ゴルフコンペ楽しかったです 空ちゃん優勝おめでとう 小川 芳男 君 

・ゴルフコンペお疲れ様でした     大東  弘 君 

・ゴルフ会 中野キャプテンおつかれさま！   田川 和見 君 

・メーキャップ無 お詫び      松原 清一 君 

・中野隆二君ありがとう 感謝     中  恒夫 君 

・ゴルフ同好会 欠席 お詫び     杉原 巨峰 君 

・体重が 75ｋｇを切りました 自祝    木村 克己 君 

・第 3回ゴルフコンペにご参加いただき有難うございました 感謝 中野 秀一 君 

・第 3回大東ロータリークラブゴルフコンペ 優勝させていただきました  

空門 満也 君 

・遅刻 早退 お詫び      東野 喜次 君 

・秀一さんゴルフコンペありがとうございました 中さんお世話になりました  

本日もニコニコへの御協力ありがとうございます 感謝  中野 隆二 君 

小川 芳男 会長 
 
 
 
 

会長の時間 

委員会報告 



 

 

◎国際奉仕委員会報告           中野 秀一 委員長 

2016 年 3 月 12 日から 3 泊 4 日で、姉妹クラブの台北雙渓ＲＣ創立２５周年記念

式典並びに WCS贈呈式に小川会長以下総勢 16名のメンバーで参加してまいりました。 

現地では雙渓ＲＣ孫会長はじめメンバーの熱烈な歓迎を受け、又、ご参加いただ

い皆様とも大いに親睦を深める事が出来、大変有意義で楽しい時間を過ごすことが

出来ました。 

ご参加いただきましたメンバーの皆様には心より感謝申し上げます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       

 

 

「 電力の自由化とは？ 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

柿木 篤 会員 

電力の自由化とは？ほとんどの方はご存知かと思いますので、簡単に説明させて頂

きます。今までは地域の電力会社（関西電力）からしか電気を買うことができませ

んでしたが、この４月１日からは、地域の電力会社（関西電力）以外からも電気を

買うことができるようになるのが電力の自由化といいます。この電力の自由化ですが、

実は部分的にすでに始まっておりまして、現在のところ契約電力５０KW 以上は地域

の電力会社（関西電力）以外でも電気を買うことができます。この４月１日からす

べての方が電気の購入先を戸別にきめることができます（一部の方は除きます・・）。 

この電力の自由化によって電気の小売りをする会社の数は１９９社（２月２５日時

点）の予定です。代表的なところで都市ガス系では大阪ガスや東京ガス、ガソリン

系ではエネオスやミツウロコ、通信系ではソフトバンクや au、電機系ではパナソニ

ック、商社系では伊藤忠やまちエネ（ローソンと三菱商事が立ち上げた電力会社）、

IPP（独立発電事業者）系ではイーレックス（コンバインドサイクル発電やバイオマ

ス発電）や LOOOP（太陽光発電）などがあげられます。 

電力会社を変更するには、店頭での申し込み、ネットでの申し込み、電話での申し

込みと簡単にできます。現在、電気の使用場所にスマートメーターというものがつ

いていれば 1 週間ほどで変更できます。スマートメーターがついていなければ、1

か月ほどかかることもあります。このスマートメーターですが、購入先がかわって

も使用期限がくるか故障するまでは取り換えることはありませんので、例えばソフ

トバンクで二年縛りの契約して、二年後に他社に乗り換えることもメーターの取替

不要なので容易であります。 

で、皆さんの一番気になる点はどこがいいのか？正直難しいところですが、携帯会

社と同じにして支払先を統一、割引をうけるというパターンかいまもっているポイ

ント付加型カード（例えば T ポイント）でポイントを貯めるパターンか本当に一番

先週の卓話 



 

 

安いところを求めるパターンか・・・ 

電気料金のシュミレーションは、各会社でしてくれますし、ネットで【エネチェン

ジ】【電気．com】で、ご自身にあった会社の契約をシュミレーションしてくれます

のでご参考にしていただけたらと思います。 

最後に電力の自由化によって電気代が下がるかどうかはわかりませんが、アメリカ

では州ごとに違い自由化になっている州の電気代は、自由化になる前と比べると平

均１０～１５％高くなっているという話です。ヨーロッパでも同じような傾向にあ

るみたいです。なぜ？となるかとは思いますが、日本でも同じようなことになる可

能性もあります。新電力販売会社は自己所有の発電所がなければどこから電気を購

入するのか？それは地域の電力会社や卸電力取引所になります。そこに電力会社所

有の発電網の使用費、保守費などがかかってきます。自然エネルギーをメインにし

た LOOOP は基本料金が無料（２０１６年５月までに申し込み必要）で契約すると電

気代が下がる可能性はありますが、天候によって発電量も変動するので足らない部

分は地域の電力会社から高い電気を仕入れていかなければならないため、経営的な

面で不透明な部分がうかがえます。事実、新規参入に手を挙げていた会社が１社こ

こにきて撤退を発表しました。５年後には何社残っているか、電力の自由化がわれ

われ需要家にとってよかったのかどうか、時間が判断してくれるのかなと思います。 

 

Ｑ＆Ａ 

Ｑ：停電とかは大丈夫か？ 

Ａ：検針や電気の供給および保安に関する業務は、一般送配電事業者（関西電力）

が行うことになっているためです。どの電気事業者に切り替えをされても一般送配

電事業者（関西電力）からメーターの取り替え作業に伺うこととなります。供給に

関しても IPP系から購入していても、IPP系が発電できなくても関西電力が発電した

電気で供給を受けれます。 

 

Ｑ：マンションに住んでいますが、申込みは出来るの？ 

Ａ：マンションにお住まいの方でも個別に電力会社とご契約されている場合はお申

込みが可能です。ただし、一部の集合住宅では、マンション単位で一括受電契約を

されている場合があり、お申込みが出来ないケースがございます。詳細は現在ご契

約されている電気事業者さままたはマンションの管理組合さまへご連絡ください。 

Ｑ：賃貸住宅に住んでいますが、申込みは出来るの？ 

Ａ：現在の電気のご契約名義がご本人さま（またはご家族の方など）の場合には、

お申込みいただけます。建物オーナーさまなど他人名義になっている場合は、まず

はその方にご確認ください。 



 

 

Ｑ：現在、太陽光で発電した電気を関西電力に買い取ってもらっているが、他社に

切り替えると、太陽光の買い取りはどうなるの？ 

Ａ：現在買い取りを行っている電気事業者に買い取りを続けていただき、他社の電

気に切り替えていただいても問題はございません。 

 

【ポイント制度】 

 

 

 

 

 

 

 

 ポイント 
au WALLET 
ソフトバンク T ポイント 
まちエネ Ponta 
スマ電 各スーパー 
エネオス 提携クレジット 

T ポイント 
大阪ガス 大阪ガス独自 
関西電力 はぴ e ポイント 

＜野崎地区＞ 

◆◇3クラブ合同ゴルフコンペのお知らせ◇◆ 

日  時：平成 28年 4月 20日（水） 

スタート：10時 10分（OUT、IN同時スタート 6組） 

     ※ハンディは、ダブルペリア方式 

会  場：阪奈カントリークラブ 

会  費： 5,000円 

プレー費：12,500円 

 多数のご参加よろしくお願い致します。 

⑦ 大谷神社  祭神は大己貴命（おおなむち

のみこと）。燈籠に「須天大明神」と刻まれ、

扁額には「須濱大明神」となっているのは「ス

ハマ」がなまり「スアマ」となったと思われる。

なお大谷神社と呼ぶのは、小字名から来たと思

われる。 
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