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本日の行事予定 (2015 年 10 月 23 日) 

第 3035 回例会 

卓話担当：根崎健一君 

講  師：愛知県警察本部生活安全課 

  地域安全対策係 平山 昇氏 

演  題：「愛知県内における 

多発犯罪の現状について」 

 
先回の記録（例会） 

第 3034 回 ’15 年 10 月 16 日（金）晴れ 

卓話担当：山田章博君 

演  題：「電力の安定供給」 

ストレッチ体操 吉田康裕君 
ロータリーソング 「それでこそロータリー」 
ソングリーダー 堀田力男君 
会 員 総 数 67名    9月 25日例会分訂正 

出席免除会員  21名    欠 席 会 員    11名 
本日出席会員  51名    MAKEUP会 員     8名 
本日の出席率  76.12％  訂 正出席 率   100％ 

 
会長挨拶 

三谷栄一会長 

省エネに対する取り組み

の一つしてのＬＥＤについ

て話をしたいと思います。 

ＬＥＤとは、Ｌight（光）、

Ｅmitting（放射）、Ｄiode

（ダイオード）のそれぞれの

頭文字を取った造語で、可視

放射及びそれに近接する波長の電磁波を放射する

ダイオードで、文字通り「光る半導体」の略称で

す。ガス灯～白熱電球～蛍光ランプ～白色ＬＥＤ

誕生…。あかりは、60年ごとに大きな発明があり

ました。ＬＥＤは省エネにつながる次世代のあか

りです。そんなＬＥＤについて、特徴を話します。 

１．『省エネルギー』：ＬＥＤの最も期待されて

いる特徴は、「低消費電力」、つまり「省エネ」

です。一般的にはＬＥＤの消費電力量は、白熱

電球の 1/4～1/5 といわれており、グロースタ

ーター式やラピッドスタート式の蛍光灯と比

較しても 40～50％削減されています。また、

このことからＣＯ2 の削減にも大きく貢献し、

地球温暖化防止にも大きな役割を果たしつつ

あります。なお、ＬＥＤが省エネなのは、他の

照明とは異なり発光成分のほぼ全てが可視光

線(目に見える光)で、照明としての無駄が少な

いことが大きく影響しています。電力の変換効

率を見ても発熱してロスすることも少なく、最

大で 34％と、蛍光灯の 25％や白熱電球の 10％

と比べ効率がよいことがわかります。 

２．『長寿命・高信頼性』：寿命の面からみると、

白熱電球の寿命は 1,000～2,000 時間、蛍光灯

の寿命は 6,000～12,000 時間程度といわれて

います。これに対してＬＥＤの寿命は 2～4 万

時間と、はるかに長いのが特徴です。4万時間

としても、1日 10 時間の使用で 10年以上もつ

計算となります。このため、交換する頻度が少

なくて済み、交換に手間がかかる高所やトンネ

ルなどの照明には最適です。なお、白熱電球は

寿命になると突然切れますが、ＬＥＤは、寿命

になると照度が落ちてくるだけで、断線など故

障のとき以外は、突然切れることはありません。 

３．『瞬時に点灯』：ＬＥＤは応対速度が速いた

め、蛍光灯のようにインバータなど周辺機器の

力を借りなくても、通電することで瞬時に点灯

します。例えば、工場や倉庫、体育館などで多

く使われている水銀灯をＬＥＤに交換するこ

とで、それまでよりも快適に使うことができま

す。また、休憩時間などの小まめな消灯を心掛

ければ、省エネにもつながります。 

４．『低発熱・低赤外線・低紫外線』：ＬＥＤに

は、発光しても発熱しないという特性がありま

す。照射面に触れても熱くないので、熱の問題

で設置できなかった場所にも設置可能となり

ました。また、光には赤外線がほとんど含まれ

ていないため、照射部分が熱くなることもあり

ません。一方、ＬＥＤを埋め込んでいる基盤部

分は多少発熱しますので、基盤や器具に放熱対
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策が必要です。ＬＥＤの光には、日焼けなどの

原因となる紫外線がほとんど含まれていませ

ん。そのため、美術品・工芸品などに照射して

も褪色・劣化しにくいので、長期保存しながら

展示する場所などに最適です。また、昆虫が光

に引き寄せられるのは、光に紫外線が含まれて

いるためです。そのため、紫外線をほとんど含

まないＬＥＤの照明を使用すれば、虫が集まる

ことはなく虫の死骸で器具などが汚れること

も防げます。この情報は意外に浸透しておらず、

屋外で照明を使用される方には吉報といえま

す。照明器具を適正交換することで、省エネで

安心、そして快適な照明環境を実現してくださ

い。 

 
幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 10 月 16 日 18 時より、

会場委員会が本町「末広

寿司」にて開かれます。 

2. 10 月 21 日 18 時より、

親睦活動委員会が津島

駅前「出逢い」にて行わ

れます。 

3. 10 月 22日、キャッスルプラザにて地区米山カ

ウンセラー研修会が開催されます。稲垣米山奨

学委員長に出席していただきます。 

4. 10 月 23日 16時より、津島東高校にて第 11回

インターアクトクラブ例会が開催されます。メ

ークアップ対象の事業です。 

5. 本日、11 月 1 日の地区大会終了後の二次会の

案内を地区大会参加の皆様にお配りいたしま

した。是非ご参加ください。 

6. 10 月 24、25日に名古屋栄・久屋大通公園にて

開催されます地区事業「ワールドフード＋ふれ

愛フェスタ(ＷＦＦ)」にメークアップ受付窓口

が設置されます。詳しくは当クラブ事務局まで

どうぞ。 

 
ニコボックス報告 第 3034回分 

八谷潤一ニコボックス副委員長 

三谷栄一会長、伊藤

幸蔵副会長、山本達

彦幹事 ①山田章

博君、本日の卓話よ

ろしくお願いしま

す。②服部様、お元

気に出席いただき

ありがとうござい

ます。 

山田章博君 本日、卓話を担当させていただきま

す。よろしくお願いします。 

服部貴君 ①三谷会長、山本幹事に見舞いにきて

いただき本当にありがとうございました。②やっ

と病院から解放されました。その間、加藤泰一郎

さん、田中正明さん、篠田先生ありがとうござい

ました。③高木さん、伊藤幸ちゃん、加藤則さん

大変ご迷惑をおかけしました。 

高木輝和君、伊藤哲朗君、加藤則之君、加藤隆朗

君、野々山勝也君、岡本康義君、篠田廣君 服部

貴君、再び元気な顔が拝見できました。退院おめ

でとうございます。 

伊藤祥文君 10/23次週欠席です。 

安江正博君 孫に囲まれ幸せ生活しています。 

松崎安孝君 余郷さん、矢田さん、鶴見さん、児玉さ

ん、浅井さん、住田さんにお世話になりました。 

吉田康裕君 いつも道路工事でお世話になってい

ます。 

浅井賢次君 高木さん、余郷さんの元気な顔を見て。 

山本達彦君 高木様にお世話になりました。 

幅辰雄君 堀田さんにお世話になりました。 

水野憲雄君 松崎先生ありがとうございました。

あとは声が出るように。 

田中正明君 山田章博さんにお世話になりました。 

佐藤敬治君 写真を撮らせていただきました。 

坂井裕君 ＷＦＦのチケットをいただきました。 

佐藤雅彦君、浅井賢次君、小林啓子君、伊藤誠君 

ウィークリーに写真が載りました。 

矢田潔君、八谷潤一君、松本浩義君、猪飼充利君、

伊藤幸蔵君、浅井彦治君、横井知代君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：山田章博君 

演  題：「電力の安定供給」 

みなさんこんにちは。津島

ロータリークラブに入会さ

せていただき、みなさまの温

かいご指導により、あっとい

う間に 1 年が過ぎました。会

員としてまた 1人の人間とし

ても成長できればという思

いで本日までやってきまし

たが、まだまだ満足いくまで

には至っておりません。満足

しないことが人間を成長させるのかもしれません。

今後ともよろしくご指導をお願いいたします。 

【電気はどこからやってくる】 

火力・水力・原子力発電所⇒送電線⇒変電所⇒

配電線⇒トランス（変圧器）⇒引込線⇒引込線取

付点⇒メーター⇒分電盤⇒屋内配線 

＊引込線取付点以降はお客さまの設備になります。

分電盤内にはサービスブレーカー、漏電ブレー

カー、安全ブレーカーがあり、家全体や各お部

屋での漏電時等に作動し電気を遮断します。    

【電気を安全にお使いいただくために】 

長い間差しっぱなしになったコンセントとプラ

グの間には、ホコリがたまりがちです。そこに湿

気が加わると、プラグの刃の間で火花放電が繰り
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返されます。その熱がコンセントに接する絶縁 

部を加熱し、プラグの刃と刃の間に「トラック」

と呼ばれる電気の道を作ります。やがてそこから

放電をおこし、発火する現象をトラッキング現象

と言います。 

 起こりやすい場所は、家具の裏などのホコリの

たまりやすい場所に長い間差しこんだままの電源

ラグが要注意。洗面所や台所など湿気が高く湯気

や水滴が直接かかる位置にある電源プラグ(時々

抜いて、ほこりや水気を拭き取る)、異常に熱くな

ったプラグやテーブルタップ、コードも危険です。 

【停電事例のご紹介】 

○火災による緊急停電 

 →高圧線が樹木に接触し炎上、その後高圧線が

断線し停電する事象です。 

○カラスの営巣による故障停電 

 →営巣材が電線に接触し停電する事象です。26

～27年は、営巣材を起因とした停電は津島営

業所管内では発生していません。発見されま

したら営業所にご一報ください。 

○電柱折損に伴う緊急停電 

 →車両衝突による電柱折損に伴い公衆保安確保

のために緊急停電する事象もあります。 

○その他の故障停電 

 →落雷による変圧器の焼損や当社設備の不具合、

操作ミスがあります。今年の夏は、津島営業

所管内での落雷による停電はありませんでし

た。 

○年間故障停電時間の国際比較 

 →日本は先進国と比較しても極めて高い供給信

頼度を実現しており、年間の停電時間や回数

はおおむね低水準で推移しています。当社は、

電圧や周波数変動の少ない良質な電気を安

全・安定的にお客さまのもとへお届けするの

はもちろん、自然災害などの故障停電を少な

くするため設備の維持・改修に努めています。 

 →１軒あたりの停電回数：0.1 回以下／年、停

電時間 32分／年 

【節電のお願い】 

この夏の最大電力は、１点最大で 2,579 万 KW

を想定しておりましたが、8 月 3 日に、2,489 万

KWとなりました。ご家庭や企業のお客さまはじめ、

空調の温度設定や不要な照明の消灯など節電にご

協力をいただいたおかげをもちまして、電力を安

定してお届けができました。ご協力に対して厚く

お礼を申し上げます。 

冬の供給力については経済産業省に報告いたし

ました。供給予備力は 6％程度確保できる見込み

ですが、冬場の節電もお願いします。 

【エネルギー政策と事業者の今後の取り組み】 

Ｓ（安全性）＋３Ｅ（安定供給・経済性・環境

保全）を同時に達成することで、良質で安価な   

電気を安定的に供給するために取り組みを実施し

ています。日本は、特定な発電種別に依存しない、

バランスのとれた発電電力量構成を達成してきま

したが、福島の事故以降、火力発電への依存が高

まっています。  

【エネルギーミックス】 

電気は朝方の需要が少なく、昼間の12時～14時がピ

ークになり、夕方から徐々に減っていきます。その

需要に対応してベースロード電源、ミドル電源、

ピーク電源と位置づけて電源を構成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ベースロード電源の位置づけ 

 →発電コストが低廉で、安定的に発電すること

ができ昼夜問わず継続的に稼働できる電源

（水力、原子力、石炭火力、地熱）です。 

○ミドル電源の位置づけ 

 →発電コストがベースロード電源の次に安価で、

電力需要の動向に応じて出力を機動的に調整

できる電源（ＬＮＧ・ＬＰガス）です。 

○ピーク電源の位置づけ 

 →発電コストは高いが、電力需要の動向に応じ

て出力を機動的に調整できる電源（石油・揚

水式水力）です。 

○太陽光の位置づけ 

 →お客さまに近い場所で中小規模の発電を行う

ことができ、非常用電源としても利用が可能

です。一方、発電コストが高く気象条件に左

右され出力が不安定など安定供給上の問題が

あることから、更なる技術革新が必要と言わ

れています。 

○風力発電の位置づけ 

 →大規模に開発できれば発電コストは火力並み

なので経済性も確保できる可能性のあるエネ

ルギー源です。北海道や東北北部の風力適地

では、必ずしも十分な調整力がないことから、

系統整備、広域的な運用による調整力の確保、

蓄電池の活用等が必要となります。 

○各電源の発電コスト比較（2030年モデル） 

 →発電コスト（円／ｋWh） 原子力：10.3 円、

ＬＮＧ火力：13.4円、石炭火力：12.9円、石

油火力：28.9～41.7 円、風力(陸上)：13.6

円～21.5円、水力：11円、太陽光(メガ)12.7

～15.6円、太陽光（住宅）12.5～16.4円 
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次回例会 

第 3036 回 ’15年 11 月 6 日（金） 

≪ロータリー財団月間≫ 

卓話担当：伊藤哲朗君 

講  師：地区Ｒ財団委員会 

職業研修チーム委員会委員長 

福田哲三君 

演  題：「ロータリー財団の今と戦略計画」 

お知らせ 

■10月 30日(金)は休会です(定款 6-1) 

 

■ワールドフード＋ふれ愛フェスタ(WFF) 

と き：10月 24、25日 10：00～17：00 

ところ：名古屋栄･久屋大通公園 

  

■指導者育成セミナー(地区大会第Ⅰ日目) 

と き：10月 31日(土) 13：30～ 

ところ：ウェスティンナゴヤキャッスル  

 

■地区大会（第 2日目） 

と き：11月 1日(日) 12：30～ 

ところ：ウェスティンナゴヤキャッスル 

 その他：二次会 17：30～「点（トモル）」  

【電力システム改革の目的とスケジュール】 

来年4月からの電力小売全面自由化に向けて、新しい

サービスを提案させていただく予定です。 

○新しいサービスの提供（家庭向け） 

 →ご家庭のお客さま向けには、「暮らしのコー

ディネータ」としてお客さまの暮らしの中で

の付加価値を提供してまいります。 

  ・カテエネポイントの電気料金への充当 

 ・カテエネポイントの提携先拡大 

  ・スマートメーターを活用したコンサルサー

ビスの充実（省エネお手伝いメール、見守

りお手伝いメールなど） 

○新しいサービスの提供（ビジネス向け） 

 →ビジネスのお客さま向けにはビジネスの中で、

課題解決のための付加価値を提供してまいり

ます。 

  ・集客お手伝いサービス（有料広告）、地域

お買いもの情報、ビジネス相談ダイヤル（法

務・税務） 

 →サービスを受けるには、Web サイト「カテエ

ネ」、「ビジエネ」に登録が必要になります

ので、ご登録をお願いします。 

最後に、当社は電気を安定、安価にお届けする

ことは言うまでもなく、お客さまニーズやライフ

スタイルに応じた新たなサービスを提供していき

たいと思いますので、引き続き当社をお選びいた

だきますようお願いいたします。ご清聴ありがと

うございました。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
11月の例会変更 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11月のメニュー 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月  6日(金） カツ丼  
11月 13日(金） 和定食  
11月 20日(金)  寿司   
11月 27日(金) 割子弁当 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

尾西 RC 11/2 月 尾西信用金庫本店 

尾張中央 RC 11/4 水 名鉄グランドホテル 

名古屋ｱｲﾘｽ RC 11/4 水 ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 

一宮中央 RC 11/4 水 一宮商工会議所(夜） 

名古屋名南 RC 11/10 火 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ(夜） 

名古屋和合 RC 11/11 水 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

一宮北 RC 11/13 金 一宮商工会議所 

尾西 RC 11/16 月 尾西信用金庫本店 

一宮 RC 11/19 木 一宮商工会議所 

名古屋城北 RC 11/24 火 栄東急 REIホテル 

名古屋東南 RC 11/25 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋北 RC 11/27 金 名古屋東急ホテル 

名古屋空港 RC 11/30 月 キャッスルプラザ 
 

はい、ポーズ！ 

伊藤哲朗Ｒ財団委員長 

伊藤幸蔵副会長 

堀田力男君 

 皆さんありがとう

ございます。バッチ

リ元気です。 

吉田康裕君 

 やっとかめ

だなも 

服部貴青少年奉仕委員長 


