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皆さん、こんにちは。このところ、爽やかさを

感じる過ごしやすい日が続いています。行楽の秋

ということで、私も家内と友人夫妻の４人で２７

日、２８日の２日を使って、福島の磐梯朝日国立

公園方面の紅葉を観賞してまいりました。朝５時

に出発してのですが、東京に入れますと渋滞に嵌

りました。首都高速を抜けても東北自動車道の佐

野 SA まではスムーズに進めませんでした。結果、

目的地には、約２時間半遅れ位で着きました。大

変な思いをしてたどり着いたわけですが、磐梯山

のあたりは、ちょうど紅葉の真っ盛りで素晴らし

い景色を堪能できました。また、温泉の泉質も良

く旅の疲れも忘れさせてくれました。私の感覚の

なかでは、東京から福島は藤枝から東京くらいの

距離か、もうすこし近いというイメージでしたが、

実際は１．７倍の距離でした。車で遠出する時は

事前にしっかりと距離の確認をするべきとつくづ

く感じたところです。 
さて、先週の金曜日２６日に第５分区の会長幹

事会が四川飯店でおこなわれました。藤枝クラブ

が会場設営当番クラブということで、池ノ谷幹事

には大変ご苦労をお掛けしたところです。池ノ谷

幹事の采配で会議、懇親会ともに盛況に開催でき

ましたことをご報告させていただきます。議事の

内容について簡単にご報告させていただきます。

１１月１７～１８日の地区大会の参加率は静岡北

クラブが６３％でトップ、焼津と静岡西が３２％

で最小、藤枝クラブは５４％で中の上といったと

ころでした。 
また。先般お話させていただきました青少年交

換留学生の件につきましては、留学希望者の生徒

さんが、現在中学３年生ということで見送りさせ

ていただくこととなりましたとの報告をいだたき

ました。従いまして、来年度、留学生の受け入れ

の可能性はなくなりましたので、ご安心いただき

たく思います。 
また、５分区の会員増強の状況報告が行われま

したが、純増２名が２クラブ、純増１名が２クラ

ブ、増減なしが３クラブ、純減２クラブでした。

分区としては純増との報告でした。また、ガバナ

ー補佐からガバナー訪問で感じた事等のお話があ

りました。今日は第５分区の親睦ゴルフコンペが、

島田ゴルフ場で開催されています。藤枝クラブか

らは９名参加しています。参加されている皆さん

には、大いに親睦を深めて楽しんでいただいてい

るものと思います。明日から１１月、霜月です。

会員の皆様には、風邪などお引きにならぬよう気

をつけてお過ごしいただきますようお願いいたし

まして、会長報告とさせていただきます。 

■ 出 席 報 告              平 和則君    

本日のホームクラブ 
出席者 前回の補正出席者 

24／40 60.00％ 34／40 85.00％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○青島彰君 ○青島克君 ○池谷君 ○石割君 

○河井君 ○栗原君 ○小西君 ○杉山君 

○中森君 ○平野君 ○松葉義君 ○森下君 

江﨑晴君 大杉君 落合君 仲田晃君 

(２)メークアップ者 

松葉 義之君（焼津） 栗原 毅君（焼津） 

青島 彰君（静岡第５分区親睦ゴルフコンペ） 

青島 克郎君（静岡第５分区親睦ゴルフコンペ） 
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池谷 佳典君（静岡第５分区親睦ゴルフコンペ） 

河井 宏文君（静岡第５分区親睦ゴルフコンペ） 

栗原 毅君（静岡第５分区親睦ゴルフコンペ） 

小西 啓一君（静岡第５分区親睦ゴルフコンペ） 

杉山 静一君（静岡第５分区親睦ゴルフコンペ） 

松葉 義之君（静岡第５分区親睦ゴルフコンペ） 

森下 敏顯君（静岡第５分区親睦ゴルフコンペ） 

■ 会 員 卓 話                      

 

 

小泉 克彦君  

 

 

 
再生可能エネルギーの固定価格買取制度について 

中部電力株式会社 藤枝営業所 

再生可能エネルギーの普及・拡大を目的に、平

成 24 年 7 月 1日から「再生可能エネルギーの固定

価格買取制度」が始まりました。 この制度は再生

可能エネルギー（太陽光、風力などの自然の力を

利用したエネルギー）の普及・拡大を目指すもの

です。今回この制度の概要についてご説明いたし

ます。 

          

 

＜太陽光発電＞ 

 

 

  

 

 

＜風力発電＞ 

 

 

 

再生可能エネルギーの固定価格買取制度は、太

陽光、風力、水力、地熱、バイオマスによって発

電した電力を、電気事業者に、一定の期間・価格

で買い取ることを義務づけます。また、買取単価

は電気事業者の発電単価より高いためその差額を、

電気を利用するお客さまがそれぞれ使用量に応じ

て、「賦課金」という形で電気料金に加算して負

担します。 

【再生可能エネルギーの固定価格買取制度のイメ

ージ】 

  

買取価格と買取期間について 

買取価格や買取期間は、経済産業大臣が毎年度、

再生可能エネルギーの種類や規模などの区分ごと

に決定することとなっております。 

   

 

 

 

 
＞ 
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 ≪2012 年 7 月 1 日から 2013 年 3 月 31 日までの買取単価およ

び買取期間≫ 

発電種別 容量 買取単価（税込） 買取期間

10kW 未満 42.00 円/ kWh 10 年
太陽光 

10kW 以上 42.00 円/ kWh 20 年

20kW 未満 57.75 円/ kWh 20 年
風力 

20kW 以上 23.10 円/ kWh 20 年

 

再生可能エネルギー促進賦課金について 

再生可能エネルギーによって発電された電気の

買取に要した費用と電気事業者の発電費用の差額

は、平成 24 年 8 月分電気料金から全国一律の単価

により、お客さまの電気のご使用量に応じてご負

担いただくこととなります。 

 

 

≪２０１２年度（2012 年 8 月分から 2013 年 3 月分）賦課金単価≫ 

供給電圧 賦課金単価（税込） 

低圧受電 0.22 円／kWh 

高圧受電 0.22 円／kWh 

特別高圧受電 0.22 円／kWh 

 
 

 

 

 

 

■ ３分間スピーチ          新島 義之君     

 

 

 

 

 

 

１１月１５日に結婚２５周年（銀婚式）を迎えま

す。有名な結婚周年記念日は、１０周年（スウィ

ートテン、アルミ婚式）、２５周年（銀婚式）、５

０周年（金婚式）ですが、他にも１周年（紙婚式）、

５周年（木婚式）、２０周年（磁器婚式、陶器婚式）、

３０周年（真珠婚式）、４０周年（ルビー婚式）、 
６０周年（ダイヤモンド婚式）、７５周年（プラチ

ナ婚式）があるようです。 
銀婚式のイベントについて調べたところ、結婚

して２５年を迎える頃には子供が成人し、子育て

がひと段落する方も多く、子供から両親に「夫婦

水入らずで仲良く過ごして欲しい」という願い（気

持ち）を表すために、食事券や旅行券などをペア

で贈ることが一般的とのことです。ただ最近は、

夫婦だけでささやかに祝うことが増えてきて、そ

の場合、夫から妻に対してアクセサリーや旅行な

どをプレゼントするケースがほとんどです。 
ちなみに我が新島家は、娘・息子とも未だ学生

ということもあり、最近の傾向と同じで、来月、

夫婦だけで千葉県にあるアウトレットに行き、ア

クセサリーなどを買わされながら、某温泉旅館に

１泊する予定です。 
毎年の結婚記念日はもちろんのこと、何周年か

ということも大切だということを伝えるとともに、

皆様の末永い夫婦円満を祈念いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

（担当／大塚高君） 


