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THE ROTARY CLUB OF CHOSHI 

創 立  昭和32年３月２３日 

RI承認  昭和32年４月１５日 

会  長  宮 内 秀 章 

副会長  田 中 英 子 

幹  事  寺 内 忠 正 

会  計  常世田 祐 一 

例会日時 毎週水曜 12:30～ 

例会場  銚子商工会館５階大会議室 

事務所  銚子市三軒町19-4 

       銚子商工会館４階 

電 話   0479-23-0750 

ファクス  0479-25-8789 

E‐mail   rotary@choshinet.or.jp 

URL http://www.tcs-net.ne.jp/~crc/ 

2019-2020年度 ＲＩ会長テーマ 

ロータリーは世界をつなぐ 

ROTARY CONNECTS THE WORLD 

ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニー 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー諸岡 靖彦 (成田RC)  

広報・会報委員会   

委員長 石毛 英俊  副委員長山崎 芳樹 

委  員 大岩 將道 
  

 
 

今週のプログラム 

「ロータリーの友月間に因んで」 

金島 弘クラブ研修・情報委員長 

 

前回例会報告（８月２８日） 
点鐘：宮内 秀章会長 

ロータリーソング：それでこそロータリー 

ビジター紹介 

銚子電力㈱ 代表取締役社長 村上 英樹様 

グローバル補助金奨学生   工藤 幸介様 

 

会長挨拶 

本日は銚子電力株式

会社  代表取締役社長 

村上英樹様、グローバル

補助金奨学生の工藤幸

介様にお越しいただき

ました。後ほど、村上様

にはお話しの方お願い

致します。 

 先週からの活動を報告します。８月２１日（水）

１４時より、千葉科学大学おうえん協議会 照明

灯寄贈セレモニーへ寺内幹事と出席してまいり

ました。同じく２１日、１８時より銚子ボウル 

ボーリング場に於きまして、銚子東クラブさん

との合同スポーツ大会を行いました。詳しくは

後ほど米岡親睦委員長より報告させて頂きます。 

つづいて、２４日、２５日と行われました第４

５回関東近県野球大会に松本青少年奉仕委員長

はじめ、多数の会員のご出席ありがとうござい

ました。試合結果は銚子勢が健闘するも、東京都

の修徳中学校が優勝となりました。この修徳中

学は昭和５７年、平成元年、今回の令和元年と３

度の優勝となりました。 

 さて、今月は会員増強・新クラブ結成推進月間

ということで、先週は地区の諸岡委員長に卓話

を頂きました。私もロータリーの友８月号で会

員増強について掲載されていたのを思い出し読

み返してみました。その中でクラブを活性化さ

せる同好会について色々と載っておりました。 

趣味を通じクラブの仲間と親睦を深めることで、

例会だけでは知りえない仲間の別の顔を発見で

きるのだと書かれています。また、活動で培われ

た友情がクラブをさらに強い組織にする一助と

なるということでもあります。 

全国の各クラブで様々な同好会が紹介されて

おり、その中でも目を引いたのは名古屋北ロー

タリークラブの痛風友の会です。その会員数は

紹介されている同好会の中で、３番目に多い人

数であります。会員は全員が痛風の方ばかりで

はないそうですが、会のテーマは、「お酒と美食

と病気との付き合い方を学ぶ」ということで、会

員の医師の先生が顧問になっているそうです。 

なんともユーモアある会だと感心したわけです

が、厳粛な例会とメリハリをつけながらも、好き

なものを通して仲間を築き楽しみを共有してい

くことは、会員維持と共に情報交換の場として、

また、知識を得ることで会員個々の成長にも繋

がっていくのではないかと感じました。 

現在、銚子クラブではゴルフ同好会のみであ

りますが、是非、他にも銚子クラブならではの同

好会を考えてみるのもいいのではないかなと思
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っております。 

以上で終わります。ありがとうございました。 

 

幹事報告 

【週報・活動計画書拝受】佐原香取ＲＣ 

1. 財団セミナーご参加の皆様へ 

2. ガバナーエレクト事務所開設のご案内 

3. 奉仕プロジェクト推進セミナーご案内 

4. ﾎﾉﾙﾙ国際大会ｳｪﾌﾞｻｲﾄ会場情報や開会式日程

を含む『よくある質問（FAQ）』について 

…ガバナー事務所 

5. 館報 2019秋号 VOl.34 

6. 賛助会ご入会のお願い 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

【例会変更】 

小見川ＲＣ 

9月 18日（水）休会(定款第 8 条第 1 節 C による） 

佐原香取ＲＣ 

9月 16日(月)・23日(月)休会 

（定款第 8 条第 1 節 C による） 

会員の記念日   

誕生日おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信太秀紀会員 

（8月 25日） 

入会記念日  

副島 賢治会員(8月 24日） 

大岩 將道会員(8月 28日） 

 

ニコニコＢＯＸ  

✧ 米岡 孝会員 

８月２１日皆様のご協力を

もちまして、無事（？）にス

ポーツ大会を終えることが

できました。 

 

 

 

 

卓 話 

「現在の電力市場と自治体新電力について」 

銚子電力㈱代表取締役社長 村上 英樹様 

銚子電力株式会社は、2018 年 6 月 26 日に事

業を開始しておりますが、現在の電力市場の状

況と自治体新電力の状況を見ながら、当社の役

割のご説明をさせて頂きます。 

＜電力市場について＞ 

現在の国内電力小売市場についてですが、金

額ベースの電力小売市場規模は漸減傾向にあり

ます。2016 年の落ち込みについては、原油価格

の下落と新電力参入による電気料金単価の下落

によるものです。2017 年度以降は市場規模が回

復基調になっており、2018 年において 1 兆

4,243 億円まで回復しております。 

全面自由化された 2016 年 4 月以降、販売電力

量ベース（自家消費、特定供給を除く）で見ると、

新電力の電力市場全体に占める割合が徐々に増

加し、2018 年 1 月時点では 12.4%となっていま

す。 

 一般家庭向けを含む低圧領域は、電力以外の

サービスとのセット販売、特別キャンペーン等

による切り替えメリット創出が行いやすいため、

別業界からの参入余地が高圧よりも大きく、今

後もシェアが延びると予想されています。 

＜自治体新電力について＞ 

自治体新電力とは、自治体地域内の発電電力

を活用し、地域内の公共施設や民間企業、家庭に

電力を供給し、自治体が出資するものを「自治体

新電力」と呼びます。 

今後の自治体 PPS に必要な価値は、 

1． 段階的にビジネスモデルを展開していくこ

とによる、事業の早期立ち上げによる早期収

益化 

2． 立ち上げ当初の資金需要や市場連動リスク

を引き下げ、電力事業のスモールスタートと

リスク軽減措置による事業継続 

3． 地域内のみの供給だけではなく、全国供給に



−3− 

よる地域コンテンツの全国化 

4． 電力小売事業だけにこだわらず、EPC 太陽

光発電設備や蓄電池などの再利用可能エネ

ルギーを最大化できるための商材サービス

の販売やふるさと納税などのスキームを活

用した利益を最大化する為の事業モデルに

あると考えます。 

“銚子新電力について” 

銚子新電力株式会社は、2018 年 6 月 26 日に

設立され、千葉県銚子市に本店を構えておりま

す。資本金は 999 万円で株主構成は銚子市が

50%、Looop が 34％、エックス都市研究所が

10％、銚子信用金庫、銚子商工信用組合が各 3%

となっています。 

主な事業内容は、電力供給と EPC 太陽光パネル

や蓄電池の設置となります。銚子市内にある太

陽光および風力発電所事業者と交渉を行い、地

域の電力を買い取り、地域に供給を行う地産地

消を目指していきます。 

また、株主配当は行わず、出た利益は銚子市の地

域貢献サービスに使用致します。 

銚子電力の電力プランは、以下の通りです。 

低圧 

従量電灯 基本料金無し 解約手数料無し 

S プラン（従量電灯 B 相当）26 円/kWh 

L プラン（従量電灯 C 相当）27 円/kWh 

動力プラン 基本料金 900 円 従量料金 17.5

円/kWh （その他季） 19.5 円/kWh（夏期） 

高圧 

各種プランに対応 基本料金及び従量料金を下

げ、相対見積もりにて価格を決定 

また、銚子市内の子育て世帯に対しては、「子育

て割」として、18 歳未満のお子様 1 人に対して

1％の割引をさせて頂きます。 

銚子電力は、自治体の管理施設や自治体住民

や企業に対して、電力の削減を行う事で、販売管

理費や家計に貢献出来るような事業である必要

がありますが、電力を供給するだけに留まらず、

自治体の課題を解決していく主力プレイヤーに

なりうるため、それだけの体力と継続力をつけ

られる事業を計画していくことが必要であると

考えています。 

 

 

 
 

 

 

 

委員会報告 

 

 

 

 

 

 
地域・環境保全委員会では、 

駅前花壇の水やりを当番で行っております。 

 

2019-20年度グローバル奨学生 認証状伝達 

グローバル補助金奨学生工藤幸介さん 

【出席報告】  

会員総数３９名 出席計算３４名  

出  席２４名  欠  席１０名  

出席率７０．５９％ 

欠席者：木曽君・村田君・永澤君・佐藤君 

大里君・須永君・常世田君・鈴木君 

富永君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】  

8/31会員増強セミナー 淵岡君 

8/31米山委員長セミナー髙瀬君 

9/1 財団セミナー   島田君・寺内君 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ BOX ￥9,000 計 ￥146,000 

スモールコイン ￥2,310  計 ￥  9,810 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥  8,100 

希望の風 ￥ ― 計 ￥ 48,000 

次週（９月１１日）のプログラム 

「好きな街で好きな仕事をする」-smile- 

Natural Memories 小菅 一彰様 

 

お弁当：膳（幕の内） 
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開会の言葉         
宮内国際奉仕委員長 

 

 
進行： 

島田 R 財団委員長 

 

激励の言葉 

 
宮内会員   髙瀬幸雄会員  松本恭一 P 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奨学生挨拶  

工藤幸介さん 

 

 

 

 

 

記念品贈呈 

工藤さんに銚子クラブの

バナーを託す宮内会長 

2019-20年度 RID2790グローバル補助金奨学生 工藤幸介さん壮行会 


