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本日出席会員 29名 

 メークアップ（前々回） 2名 

 出席率（前々回補正） 73.47% 

「君が代」斉唱 

ロータリーソング「奉仕の理想」 
 

会長挨拶 第 69 代会長 河嶋 一         

皆さん、ウィ

リアム・メレ

ル・ヴォーリズ

と言う人をご

存じでしょう

か？メンソレ

ータム 私は

今でも時々愛

用していますがメンタムを日本で販売した人です。

1911 年、ヴォーリスさんはキリスト教布教の為に日本

に来ました。日本でキリスト教の布教活動をしながら

メンタムの販売をしていました。 

ヴォーリスさんは、「職業は社会奉仕。企業はもうけ

を社会に還元すべき」と言う理念を持っていました。

皆さんご存じのようにロータリーは 1905 年にシカゴ

で発足しました。 

ヴォーリスさんがロータリアンかどうか、私は知り

ませんが、このような考えの人が当時アメリカでは多

かったのでしょう。1958 年近江八幡市はヴォーリスさ

んに名誉市民の称号を与えました。同市の名誉市民第

一号は青い目の近江商人だったと事です。 

今日の例会は年次総会と新入会員卓話を北陸電力の

山口さんにお願いしています。 

本日の例会よろしくお願いします。 

 

[理事役員の選考]  河嶋 一会長(代理) 

10月4日と11月22日に指名委員会を開催し、2024-

25年度会長ノミニーとして宇野晃成会員を指名させ

ていただきました。 

 

[2023-24年度理事発表] 宮本 俊会長エレクト 

【理事、役員】 

会長 宮本 俊  

会長ノミニー 宇野晃成   副会長  三村昌之 

【理     事】 

市川隆成   鎌谷孝之   野田義弘  

宮前貴司   矢尾主成   西野昌美 

【理事、役員】    

 幹事 橋本勝利     会計 田中大成  

直前会長  河嶋 一 

～満場一致の拍手で承認されました。～ 

      

プログラム                           

新入会員卓話 

「北陸電力の現状について」 山口 和弘会員 

当社は、11月 30日に来

年 4 月 1 日からの規制料

⾦の改定を経済産業⼤⾂

に認可申請いたしました。 

今回の認可申請は、一般

家庭および小規模な工場・商店等のお客さまの電気料

金のうち、従量電灯や低圧電力等の規制料金を対象と

しております。 

ご家庭のお客様全体（約 115万件）のうち、規制料

金の対象は約 55万件となります。2023～2025年度の

3年間を原価算定期間とし、事業運営に必要な供給コ

スト（総原価）を費目ごとに算定しております。 

申請原価には、震災後、これまで取り組んできた経

営効率化 366 億円に加え、更なる経営効率化として

最大限の施策 132億円を反映しております。 

しかしながら、ウクライナ紛争による燃料価格等の
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高騰により、燃料費等の可変費は 3,020 億円の増加

となり、申請原価は 5,737 億円と、現行原価対比で

2,904億円の大幅な増加となっております。なお、燃

料費等以外の固定費は、効率化の反映等により、現行

原価対比で 116億円減少しております。 

当社は、東日本大震災以降、志賀原子力発電所の停

止に伴う燃料費の増加等、厳しい経営環境に対処すべ

く、全社をあげて経営効率化に取り組んでまいりまし

た。 

今回の原価計算にあたっては、震災後、これまで取

り組んできた効率化 366 億円に加え、AI 技術を活用

した最適な設備・供給運用等をはじめとする、更なる

効率化 132 億円を反映し、総額 497 億円の経営効率

化を織り込んでおります。申請原価 5,737 億円のう

ち、規制部門の原価は 584億円となり、一方、現行の

料金を維持した場合の収入見込み（原行収入）は 401

億円であることから、収入不足額は 184 億円となり

ます。 

このため、規制料金のお客さまにはご負担をおかけ

することとなり、2023 年 4 月 1 日から、平均 11.12

円/kWh(45.84％)の改訂をお願いさせていただく次第

です。 

なお、平均改定幅 11.12 円/kWh のうち、大宗を占

める燃料費調整額の上限超過分 7.15円/kWh（29.47％）

につきましては、本年 2月以降、燃料費調整額が上限

に到達したことにより、超過分をこれまで当社が負担

してまいりましたが、今回の料金改定により、規制料

金のお客さまにつきましても、自由料金のお客さま同

様、ご負担をお願いさせていただくものです。従量電

灯 B・Cや低圧電力に採用されている基本料金制（二

部料金制）は、契約電力（kW）等に比例する固定的な

基本料金と、使用電力量（kWh）に比例する電力量料

金の 2要素で構成されます。 

今回の料金改定にあたりましては、基本料金は維持

したうえで、電力量料金を改定する内容としておりま

す。 

会員記事                    

12月 誕生日お祝い   ･･･2名 

 

 

 

 

 

 

宮 前 貴 司 61才 

井 上 常 宏 55才 

12月 結婚記念日お祝い ･･･2名 

 

 

 

 

 

佐々木忠彦・祐 子 45年 

西野 昌美・貴代美 39年 

12月 連続出席お祝い ･･･2名 

 

 

 

 

 

 

奥 村   忠 32年 

瀧 見 良 之 25年 

ニコニコ箱・・・ 33,000円 累計 590,500 円           

・山口さん、卓話お願いします。 

【河嶋 一】【三村昌之】【宮本 俊】 

【柿谷好彦】【橋本勝利】【渡辺岳史】 

・結婚記念日自祝          【佐々木忠彦】 

・連続出席自祝      【奥村 忠】【瀧見良之】 

・ちょっと   【田中 茂】【小泉義廣】【有定静子】 

・誕生日自祝 山口さん卓話楽しみにしています。 

                   【井上常宏】 

・結婚記念日自祝 早退させていただきます。 

       【西野昌美】 

・寒くなりました。          【桶谷三枝子】 

・なかなか出席が出来ませんでしたが、本日はよろし 

 くお願いします。           【杉本正一】 

・本日の卓話よろしくお願いします。   【山口和弘】 

本日(12月13日)の例会    12 月 20日→18日 

クリスマス家族会 

場所：鯖江シティーホテル 

12 月 27日 

  

     休 会 

1月 3日 

  

     休 会 

健康卓話 

笠原 章会員 


