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本日の行事予定（2019 年 9 月 20 日） 

第 3209 回例会 

卓話担当：堀田力男君 

講  師：京都新古美術潤芳堂店主 

久保 裕氏 

演  題：「新日本人のすすめ」 

 
 

先回の記録（例会） 

第 3208 回 ’19 年 9 月 13 日（金）晴れ 

卓話担当 ：伊藤聖年君 

演  題 ：ラグビーワールドカップ日本大会

と中部電力新ブランドなどについ

て 

ロータリーソング  「津島ロータリークラブの歌」 

ソ ン グ リ ー ダ ー  片岡鉄君   

ｹﾞ  ｽ  ﾄ 米山奨学生 何月琦さん 

会 員 総 数  61名   8月 23日例会分訂正 

出席免除会員  18名   欠 席 会 員     10名 

本日出席会員  48名   MAKEUP会 員      7名 

本日の出席率 78.69％  訂 正 出 席 率 98.31％ 

超 過 出 席  

田中正明君、浅井彦治君、稲垣宏高君（ＩＭ打ち

合わせ（名鉄ＧＨ）） 

伊藤幸蔵君、田中正明君、杦田勝彦君、水野憲雄

君、滝川林一君、相羽あつ子君、浅井賢次君、幅

辰雄君、堀田正裕君、堀田力男君、伊藤哲朗君、

神谷里明君、鈴木吉男君、宇佐美三郎君、横井知

代君（第 19回天王子ども塾） 

山田勝弘君、篠田廣君（稲沢ＡＧ訪問） 

 
 

会長挨拶 
伊藤幸蔵会長 

皆さん、本日もお元気に出席いただきましてあり

がとうございます。 

 まずは最初に、何さんご

結婚おめでとうございま

す。末長くお幸せに、、と

いうことです。 せっかく

結婚式にご招待を受けなが

ら、行かないという不届き

者の委員長もいたりし

て、、大変失礼いたしまし

た。心よりお詫び申し上げます。 

また、珍しいおみやげありがとうございます。

美味しそうですが何かな？まあ、皆さんにもこん

な幸せな時があったんだということを改めて思い

出していただきたい、、、わたしは以来ずっと幸せ

者ですが、、、 

 さて、前回の例会はガバナー訪問ということで

お疲れ様でした。伊藤靖祐ガバナーは、幼稚園も

多角経営されているようで、これからの人口減少

社会、少子化時代をより身直に実感、危惧されて

いるようで、会員減少に大変な危機感を持ってお

られるようです。会員拡大について、特に女性の

勧誘をと言っておられたようです。でも、ガバナ

ーお膝元、江南ロータリーには、まだ女性会員は

1人もいない、と江南ＲＣの会長は嘆いておりま

した。津島には 4人も綺麗な会員がいて本当に良

かったです。引き続き、綺麗で性格の良い、、お

願いします。宇佐美会員拡大委員長様やヒコちゃ

んには、奥様の勧誘も、、、 

 先週の金曜日は休会だったので、それを利用し

てタイに行って来ました。パタヤビーチでゴルフ

を楽しんできました。前回行った時は、ワタシン

の哲ちゃんが、ハーフでバーディーを２つとった

ところであります。前にも後にもそれ以来、見て

いませんが、、、 

 今回、いつも一緒に行かれる Tさんですが欠席

でした。まあ、足手まとい、と言うわけではあり

ませんが、年寄りにはタイの食事は刺激が強すぎ
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て、また、高熱が出てはいかん、という配慮でし

たかね。 

 でも、Ｔさんはもうじき、南アフリカへ 行か

れるそうです。それ以上、あんまし遠くへ行かな

いように気をつけてください。もうじきに、行っ

たきり、二度と帰ってこれなくなる旅路に、、、な

りますから。で、タイから帰ってビックリ、メチ

ャ暑いですやん。９月というのに、どういうこ

と。タイより暑いのにビックリしました。いつま

で暑いんでしょうか？ 

 今日は、なんと仏滅、13日の金曜日、西洋で

は、キリスト様が磔刑になったとかで、縁起が良

くない日ですが。また、9月の「9」は苦につな

がるという良くないイメージですが、、、今日 9

月 13日は「中秋の名月」です。中秋とは旧暦の

秋の真ん中を指し、今日はちょっとお天気が曇っ

てますが、1年の中で最も綺麗に月が見える時で

す。大陸から乾燥した冷たい空気が流れ込み、秋

晴れの日が増えて、大気が澄み、夏に比べて月が

くっきりと見えやすいからだそうです。 中秋の

名月は必ずしも満月とは限らず、今年は明日 14

日が満月にあたります。9月は何と言っても「月

見」です。9日は「重陽の節句」菊の節句でし

た。重陽は古くから中国で縁起のよい数字とされ

た「陽数(奇数)」のうちもっとも大きい「9」が

重なる、とてもおめでたい日でもあるそうです。

今宵は、菊の花を酒にうかべたお酒を酌み交わし

お互い長寿と無病息災を祈りたいものですね。 

 
 

幹事報告 
杦田勝彦幹事 

１. 9 月 19 日（木）午    

後 4 時からガバナー事務所

にて米山奨学委員長会議と

第 23回米山学友総会（愛知）

が開催されます。伊藤幸蔵

会長、三谷栄一米山奨学委

員長、幹事及び米山奨学生

の何月琦さんが参加します。 

２. 10月 9日（水）午後 2 時から故住田正幸君の

お別れの会が開催されます。本日「ご案内」を

配布させて頂きました。 

３. 本日米山奨学生の何月琦さん出席されていま

す。会長より奨学金をお渡し頂きます。 

４. 本日「メナード美術館コレクション名作展

2019の御案内」「財団 NEWS 9月号」「米山梅吉

記念館 館報」を回覧しています。 

５. 9 月のロータリーレートは１ドル 106円です。 

６. 本日例会終了後２階にて理事会を開催します

ので、該当の方は御出席をお願いします。 

 

 

 
ニコボックス報告 第 3208回分 

堀田正裕ニコボックス委員 
伊藤幸蔵会長、田中正明副

会長、杦田勝彦幹事 ①伊

藤聖年君、本日の卓話よろ

しくお願いします。②本日

のゲストに米山奨学生の何

月琦さんをお迎えして 

飯村理君、猪飼充利君、稲垣

宏高君、加藤則之君、佐藤敬

治君、高木輝和君、寺田晏章

君、野々山勝也君、堀田正裕君、松本浩義君、矢

田潔君、山田公男君、山本達彦君 本日のゲスト

に米山奨学生の何月琦さんをお迎えして。何月琦

さんのご結婚を祝して。 

伊藤聖年君 本日は卓話です。よろしくお願いし

ます。 

篠田廣ガバナー補佐 ガバナー補佐訪問９クラブ

終わりました。 

梶浦興蔵君 篠田ガバナー補佐訪問ご苦労様でし

た。 

浅井賢次君 今日も元気です。 

坂井裕君 ケガが少し良くなりました。 

浅井彦治君 小林先生にお世話になりました。 

水野憲雄君 今日は 13日の金曜日、仏滅です。何

ごとも起こらないように。 

伊藤哲朗君、山本達彦君、三谷栄一君 海外より

無事帰国しました。 

稲垣宏高君 その他 

 
 

卓 話 
卓話担当 ： 伊藤聖年君 

演  題 ： ラグビーワールドカッ

プ日本大会と中部電力新

ブランドなどについて 

私からは、３つのテーマ

についてお話したいと思い

ます。 

まずは、「ラグビーワー

ルドカップ日本大会」につ

いてです。 …以下省略 

続きまして、弊社 2020

年 4月の「分社化後の新た

なブランド」についてお話しします。 

なぜ今回、新ブランドを設定することにしたの

かについてご説明させていただきます。 

今回の分社化は、当社にとってこれまでにない

大きな会社再編であり、これを当社の「第二の創
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業期」と位置づけ、中部電力というブランドを強

化する機会とすることが重要であると考え、2020

年 4月の分社化のタイミングに合わせて、新たな

ブランドを設定することとしました。社名とシン

ボルマークは、持株会社の社名は、「中部電力株

式会社」をそのまま継承することになりました。 

これは、創業以来約 70年に渡り、中部地域の

皆様に育てていただいた大切なブランドであるこ

とからそのままの社名となりました。 

事業内容については、「グループ経営管理」

「原子力事業」「再生可能エネルギー事業」など

を行います。送配電事業会社については、「中部

電力パワーグリッド株式会社」とし、社名に込め

た思いは、電力需給を意味する「パワー」と、送

配電ネットワークを意味する「グリッド」を用い

ながら、送配電事業会社が期待されている電力需

給バランスの維持と送配電ネットワークの安定運

用という機能がはっきりとわかる社名としまし

た。事業内容については、「一般送配電事業」な

どを行います。 

なお、津島営業所が属する会社となりますが、

業務運営内容については、今のところ何ら変わる

ことはありません。 

販売事業会社名は、「中部電力ミライズ株式

会社」とし、その思いは、これまでのエネルギー

事業だけでなく、お客さまの暮らしや社会を支え

る事業者として、将来の絵姿である「未来図」を

お客さまと一緒に考え、実現していきながら、共

に発展していきたいという思いを込めました。 

事業内容については、「電気販売事業」「ガス

販売事業」などを行います。 

最後に、3社共に中部電力をという名を残した

意味合いは、各社がすぐに皆様に認知されるとと

もに、印象に残りやすくまた、中部電力全体での

相乗効果を発揮しやすくなると考えたからです。 

株式会社 JERAについては、東京電力グループ

と中部電力が共同で設立した発電会社であり、す

でに今年の４月に日本国内・海外の発電事業を承

継し、世界最大級の火力発電会社として業務運営

しております。 

続きまして、シンボルマークについて説明しま

す。持株会社である「中部電力」と販売事業会社

である「中部電力ミライズ」はご覧いただいた通

り、同じマークとなりますが、送配電事業会社だ

け独自のマークとなりますが、後ほど詳細は説明

させていただきます。 

まずは、持株会社である「中部電力」と販売事

業会社である「中部電力ミライズ」は見ていただ

くと、何かの形に見えませんでしょうか？ これ

は、日本地図をモチーフに、中心の白い四角形の

スペース部分を中部地域に見立て、当社が、「人

と人」「人と社会」を繋ぐことで新たな価値を創

出し、それを中部地域から全国、そして世界に向

け、光のように広げていきたいという思いを込め

られています。 

続いて、送配電事業会社の「中部電力パワーグ

リッド株式会社」については、ご覧いただいた通

りのマークですが、ご覧いただくとアルファベッ

トの「Ｃ」に見えると思いますが、これは中部の

「Ｃ」をモチーフしています。持株会社のシンボ

ルマークの中部地域と見立てた四角形を「Ｃ」の

右上に飛び出すように配置することで、エネルギ

ーの安定供給を通じ、中部地域の皆様と共に更な

る成長を遂げたいという思いがあります。 

なぜ、送配電事業会社だけが独自のシンボルマ

ークを設定したのかと言いますと、「電力・ガス

取引監視等委員会」において、「一般送配電事業

者が発電・小売電気事業者と同一の商標を使用す

ることは、中立性の観点から禁止する」旨を定め

ているためであり、送配電事業会社は、持株会社

および販売事業会社とは異なるシンボルマークを

設定したということです。 

販売事業会社である「中部電力ミライズ」につ

いては、行為規制といった縛りは無く、分社化後

も一体となって、お客さまや社会の期待に応えて

いくという意思を込めたことに加え、共通のシン

ボルマークとした方が速やかに認知され、印象に

残りやすいと考えたため、同一のシンボルマーク

となりました。 

続きまして、新たなコーポレートスローガンに

ついてご説明します。ご覧いただいた通り、「む

すぶ。ひらく。」です。 

 この言葉に込めた思いは、暮らしや社会のあり

方が大きく変わる中、エネルギー事業で培った使

命感や技術力、提案力などをもとに、「人と人」

「人と社会」「技術と技術」をつなぎ、むすび合

わせることで、人の可能性と未来をひらいていき

たいという思いが込められています。 

なぜ、ひらがなをあえて使用したかといいます

と、「ひらがな」を用いることで、「むすぶ」・

「ひらく」という言葉に、色々な意味合いを持た

せることができ、従業員一人ひとりがあらゆる場

面において多様な感性で、このスローガンを使っ

ていきたいと考えたからです。 

なお、新たな「社名」「シンボルマーク」「コ

ーポレートスローガン」などについて、広くステ

ークホルダーの方々にお伝えするため、今後順

次、テレビＣМや新聞広告・ウェブ（SNS）検針

チラシなど様々な媒体を活用したＰＲを実施して

いく予定です。営業所の袖看板や車両などもマー

クも変更となりますので、併せてお知らせをいた

します。 

最後に、台風などの自然災害による故障停電発

生時、いわゆる非常災害時の対策の取り組み状況

についてお話させていただきます。  
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当社は、昨年の台風 21号・24号における長時

間停電や情報発信不足などで地域の皆様に多大な

るご迷惑をおかけしたことから、社長を委員長と

する「検証委員会」を立ち上げて課題や反省点な

どについて、さまざまな対策を検討・実施してき

ました。  

それらの対策の中には、お客さまにご活用いた

だくことで、その効果を発揮するものも含まれて

いますので、今日は台風シーズンを迎えるにあた

りまして、当社の取り組みなどをご紹介させてい

ただきたいと思います。  

「検証委員会」では、「設備復旧の体制」・

「お客さまへの情報発信」・「自治体等との情報

共有・連携」の 3つの視点から対策を検討してま

いりましたが、本日は、「お客さまへの情報発

信」についてご説明いたします。 

当社は、停電状況や復旧見込みの情報発信が不

十分であったことを反省し、発信ツールを増やす

とともに、発信情報の充実を図っていきます。  

新たな情報発信ツールとしては、スマートフォ

ンをお持ちの方が対象となります。停電情報など

が確認できる無料アプリ「停電情報お知らせサー

ビス」のＰＲパンフレットをご覧ください。 

左側には、「いつでも、どこにいても、すぐに

受け取れる プッシュ通知で停電情報をお知ら

せ」とあるように、お客さまが事前に登録した住

所（最大 5箇所まで設定できるため、自宅・親族

宅・勤め先など複数設定も可能となります。）や

ご契約単位の停電情報や復旧情報をプッシュ通知

でお知らせすることが可能となり、停電している

エリアも地図上に表示するようにしました。 

更に詳細を確認したい場合については、当社ホ

ームページの「停電情報ホームページ」をご覧い

ただくと、アプリ同様停電しているエリアを地図

上に表示するとともに、復旧作業の進捗（準備

中・作業中など）をより詳細にお示しし、復旧状

況の「見える化」に取り組んでいます。右側に

は、「電話よりももっと気軽に。メールよりもっ

とお手軽に。新しいお問い合わせのカタチ」とあ

ります。お客さまからのお問い合わせに対して

は、これまでの電話での受付に加え、今回導入し

たアプリ「停電情報お知らせサービス」にチャッ

ト機能（メールみたいなもの）を追加し、チャッ

トでお問い合わせを受け付け、返答もオペレータ

ーからチャットでご返事するサービスになりま

す。 

更に、現場状況（電線が切れているなど）を従

来は電話で申し受けるだけであり、うまくお客さ

まが伝えることが難しかったことから、スマート

フォンで撮影した画像を送信していただくことに

より、よりスムーズな対応が可能となりました。 

アプリとは別になりますが、9月よりスマート

フォンの「LINEを活用した停電情報のプッシュ

通知」サービスを始めます。当社にお届けいただ

いている電話番号（携帯番号）と LINEの登録電

話番号が一致する場合に、LINEで停電情報をお

知らせするサービスです。 

また、停電発生時電話でのお問い合わせに対し

て、なかなか繋がらないとのお声を多くいただい

ていたことから、お客さまがお話しした住所情報

を音声認識し、当社ＨＰの停電情報との突合によ

り、該当住所の停電情報を自動音声にて応答する

サービスも始めます。 

更に、来年 1月より、中部電力・関西電力・中

国電力・北海道電力の 4社で各社のサービスエリ

アにおいて、広域停電などにより入電量が増加し

た場合や自社エリアが被災した場合、相互応援を

行うセンターを開設することとし、少しでも多く

のお客さまのお問い合わせにお答えできるよう、

今後も機能や仕組みの充実を図ってまいります。  

外国人向けの情報発信についても、停電状況や

停電時の注意事項を英語版ホームページに掲載す

るとともに、ツイッターやフェイスブックといっ

た SNSでも情報発信を行えるよう準備を整えまし

た。 パンフレットの最後のページに「停電情報

お知らせサービス」のかんたん設定ガイドがあり

ますので、ぜひこの機会にアプリをダウンロード

していただけると幸いでございます。 

最後に、当社は、来年 4月に分社化を控えてお

りますが、会社の形態が変わろうとも、安全・安

価で安定的な電気をお届けするという使命はいさ

さかも変わるものではありません。 分社化後

も、これまで当社が大切にしてきた「安定供給」

を確実に果たすことができるよう、非常災害対策

をはじめ、電力品質の確保とレジリエンスの強化

に取り組んでまいります。 

ご清聴ありがとうございました。 
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誕生日・結婚記念日祝福（9月） 
野々山勝也親睦活動委員 

 
 

 

遠山 孝義君(9日） 

伊藤 聖年君(14日） 

後藤  亨君(21日） 

河西あつ子君(24日） 

服部  貴君(30日）  

夫 人 

伊藤 聖年夫人(4日） 

篠田  廣夫人(12日）        

矢田   潔夫人(15日） 

寺島  淳一夫人(20日）  

長田 一郎夫人(20日）  

ご主人 

相羽 あつ子ご主人(14日）     

小林  啓子ご主人(19日） 

結婚記念日 

伊藤  基君(17日） 

猪飼 充利君(21日） 

余郷 達也君(27日） 

 

 
 

その他 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

写真 

 
 

 

 

 

9月 19日(木)、爽やかな晴天の下、桑名ＣＣにて

ゴルフ会が開催されました。参加者は 11人、優勝

は安江正博君でした。 

 

順位 氏  名 OUT IN ﾄｰﾀﾙ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 安江正博 49 49 98 25 73 

2 位 松本浩義 46 40 86 10 76 

3 位 高木輝和 47 50 97 18 79 

 

４ 

田中正明副会長 

何月琦さんと 

三谷栄一米山奨学委員長 

 

ソングリーダーの 

片岡鉄君 

気持ちよく 

歌いましょう！ 

篠田廣ガバナー補佐 

 

西尾張分区

AG訪問終わり

ました      

8月に 

結婚しました。 

とっても 

幸せです♪ 

夫婦とも

に 9月

です！ 
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次回例会 

第 3210 回 ’19 年 10 月 4 日（金） 

卓話担当：米山奨学委員長 三谷栄一君 

講  師：2019-20 年度米山奨学生 

何月琦氏 

演  題：中国語を母語とする日本語学習

者の受身文の使用実態 

お知らせ 

■津島東高校ＩＡＣ例会 

 と き：9 月 20 日（金）16：00 

 ところ：津島東高校 

 

■西尾張分区ゴルフ大会 

 と き：10 月 8 日（火） 

 ところ：桑名カントリー倶楽部 

 

■第 7 回ワールドフード+ふれ愛フェスタ 

 と き：10 月 12 日（土）・13 日（日） 

 ところ：エンゼル広場 

 

 

  

■ 

 

 
 

10月のメニュー 
 

 

 

 

 

 

 
 

10月の例会変更 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

名古屋名駅 RC 10/9 水 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

一宮北 RC 10/11 金 一宮商工会議所ビル夜 

名古屋守山 RC 10/16 水 名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 

名古屋名駅 RC 10/16 水 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

名古屋大須 RC 10/17 木 名古屋東急ホテル 

名古屋栄 RC 10/21 月 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ(夜） 

尾西 RC 10/21 月 尾西信用金庫１階 

名古屋守山 RC 10/23 水 名古屋ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 

名古屋栄 RC 10/28 月 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ(夜） 

尾西 RC 10/28 月 尾西信用金庫１階 

一宮中央 RC 10/30 水 一宮商工会議所ビル 

名古屋大須 RC 10/31 木 名古屋東急ホテル 

 

10月 ４日 うな丼、キモ吸物 

10月 12日 ＷＦＦチケット配付 

10月 25日 未定 

 


