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会長挨拶	 杦本会長

今日は、電気料金についてお話ししたいと思います。

皆さんも、ご自身の会社や事業所、ご家庭で、毎月

の電気料金をお支払いされていると思います。最近で

は、電力自由化により、様々な電力事業者が電気事業

に参入しています。

2011年の東日本大震災では、原子力発電所や火力発

電所などの被災により、発電力が不足し、東京電力を

中心とした広い範囲で、長期間の停電が発生しまし

た。他のエリアからも電力を融通しあえる仕組みさえ

あれば、停電が起きても狭い範囲で済むよう、供給エ

リアに縛られない電力の供給網の整備が進められ、

2016年の電力自由化が始まりました。

電力自由化には、先に述べた「電力の安定供給を確

保する」のほかに、「電気料金を安くする」、「企業に

電気事業というビジネスチャンスを与える」という目

的があります。

電力自由化が始まったことにより、異業種から電力

事業への参入が相次ぎ、市場が活性化しました。ま

た、消費者が自由に電力会社を選べるため、価格競争

が起こり、電気料金の値下げや、様々な料金プランが

提供されています。企業に電気事業というビジネス

チャンスを与えることで、経済の活性化につながって

いるようです。

一方、電力自由化によるデメリットもあります。そ

れは、「契約に縛りがある」ことと、「値上げする可能

性がある」ことです。「契約に縛りがある」とは、新

しく登場した料金プランの中には、 2年などの一定の

契約期間を定めているものもあります。期間内に解約

すると違約金が発生するので注意が必要となります。

また、「値上げする可能性がある」については、現在

まさに行われています。昨年の秋以降、燃料価格高騰

による卸電力価格が急激に上昇し、エンドユーザーの

事業所は、実に電気料金が 4倍近く値上がりしている

のです。

とある事業者は、もうこの電気料金では支払い続け

ることは難しいと考え、 2月に入って新電力側に電話

すると、「解約金を払って他社に切り替えてもらって

構わない」とあっさりした対応だったそうです。急い

で新しい契約先を調べましたが、新規受け付けしてい

る会社が見つからず、既存の電力会社に連絡しても新

規は全面停止していると、断られたそうです。

本日の例会

第1842回例会　令和 4年 4月 4日
今週の歌　「君が代」　「奉仕の理想」
卓　　話　「河川美化月間
 「神崎川の再生を目指して」」
　　 神崎川畔企業連絡会
 事務局長　橋本　徹也 パスト会長

前回の記録

次回の例会

第1843回例会　令和 4年 4月11日
今週の歌　「花嫁」

春の家族会



仕方なく、電気料金の安い夜中に工場を稼働させる

も、稼働率は半減し、このまま電気料金が下がらなけ

れば、廃業するしかないという所まで追い詰められて

いるようです。

つい先日の東北の地震でも停電が発生しました。火

力発電所が停止し、電力の供給量が不足したため、電

力の使用制限を国民に求める事態となりました。その

時は、揚水発電で大停電を免れることができました

が、やはり、重要な電力の基盤を担っているクリーン

エネルギーの原子力発電の稼働をベースとして、電気

の安定供給を図るべきと考えます。太陽光、風力発電

などは補助電源にしかならず、安定供給には程遠い状

態です。

ドイツでは原子力発電を完全に廃止して天然ガス発

電に依存していますが、ロシアからの供給が途絶えた

り、価格が高騰すると、電力の確保ができなくなり、

国は混乱に陥ります。一方、フランスでは、原子力発

電を継続しており、ドイツのような状況には陥ってい

ません。これは、国の安全保障にかかわる問題に発展

しています。

この機会に、日本も、原子力発電に対して正しく理

解し、利用できるようにすることが必要と考えます。

幹事報告	 木下幹事

1 �．やっと 1月27日から大阪府全域に実施されていた

「まん延防止等重点措置」が解除されました。本日

は久しぶりのお食事提供となります。洋食のご準備

を頂きました。ご堪能下さい。

2 �．地区、早嶋 茂代表幹事から「不審メールへの対

応についてのお願い」という文書が届きました。

　�　 3 月 2 日以降地区内においてガバナー事務所職員

の名を利用した不審なメールが複数配信され多数の
問い合わせを頂いております。ガバナー事務所が使
用するメールアドレスは『●●●●＠ri2660.gr.jp』
です。
　�　送信者にガバナー事務所職員の氏名が表示されて
いても、上記と異なるメールアドレスで配信された
メールは削除して下さい。との事です。ご興味のあ
る方、被害が疑われる方は、木下までご連絡下さい。
3．佐々木博史会員のご尊父ご逝去の件
　�　佐々木博史会員のご尊父 佐々木良雄様が 3 月17
日にご逝去されました。謹んでご冥福をお祈り申し
上げます。皆様にはメール・FAXにてご連絡申し
上げました。また、遠方（和歌山県田辺氏）並びに
コロナ禍の家族葬であった為、弔旗掲揚も控えさせ
て頂きました。
4 �． 4 月から米山奨学生�エランバム・ガントイビさ
ん（インド出身・大阪女学院・期間2022年 4 月 1 日
から2024年 3 月31日）が来られます。よって米山記
念奨学会より、当クラブ並びに次年度米山記念奨学
会委員長 瀬川会員（カウンセラー）に委嘱状が届
いております。授与を行います。
5 �．最後に、本日例会終了後に第13回（ 3月度）理事
会が御座います。理事の皆様はお集まり下さい。

出席報告	 出席委員会　本田委員長

●会　員　数　42名　
　出席会員数　34名（内Web出席　 2名）
●来　　　客　 0名　　本日の出席率　89.47％
●�※コロナ禍によるメーキャップ規定により 3月 7日
の出席率は100％

社会奉仕委員会	 橋本（幸）委員長

まずは、報告です。 3月24日（木）梶山パスト会長の
ビケンテクノ様をお借りして献血活動を実施しまし
た。コロナ禍でしたが総勢39人の受付がありました。
当クラブの参加者は橋本徹也パスト会長、木下幹事、
橋本幸治の 3人でした。
次に案内です。 4月 1日（金）にクリーンデーを実施
します。今回は当クラブ主催ですので 7時30分に東急
ハンズエスコタウン側前にお集まりください。よろし
くお願いします。



親睦活動委員会	 福原委員長

4 月11日家族例会の出欠票を回覧しております。

会費については、来週例会から集金します。よろし

くお願いします。

青少年奉仕委員会	 瀬川委員長

○炉辺談話報告

令和 4年 3月25日（金）18：00～20：00　

新大阪江坂東急REIホテル

出席者　�杦本会長、木下幹事、家村会員、西村会員、

村井会員、木田会員、榎原会員、紙谷会員、

福原会員、瓜生会員、瀬川　の計11名

（テーマ）青少年奉仕の当クラブの事業といいます

と、大相撲木瀬部屋との交流事業がありますが、昨年

に続いて中止となりました。今後の青少年事業の提案

がありましたら、挙げてください。

・�大相撲木瀬部屋との交流は今後も続けていくべきで

ある。

・�今期は社会奉仕委員会より、ジャンボ将棋を浜屋敷

に 2セット寄贈したので、それを使ったジャンボ将

棋大会を青少年奉仕と社会奉仕で協力して進めて

いってはどうか。

・子ども食堂

・英会話学習のサポート

・楽器、遊具の寄贈

・ダスキンのドーナツ体験授業

・吹奏楽部に演奏を披露してもらう場所を提供

・少年サッカー大会のサポート

職業奉仕委員会	 堀委員長

本日配付されている会報の中に、先月より開始しま

した職業奉仕インタビューをA 4 サイズ表裏で入れさ

せていただいております。

第 2回となる今回は佐藤会員のインタビューです。

佐藤会員は株式会社岡本銘木店の会長、佐藤会員の奥

様が社長を務めておられておりますが、従業員を大切

にすることや、仕事の考え方を従業員の方々へいかに

伝えるか工夫を凝らして取り組まれています。

ぜひ皆様ご高覧ください。

次年度幹事報告	 橋本（芳）次年度幹事

2022－23年度第 1回理事会のご案内です。

2022年 4 月 4 日19時から例会終了後に行います。よ

ろしくお願いします。

ニコニコ箱	 清水（大）副SAA

●田中パスト会長　兵庫県西脇市 4 月第 2 物流セン

ターが完成します。本日の卓話よろしく。

●尾家パスト会長　みなさんごきげんさん。

●紙谷会員　橋本芳信君、退院おめでとう。

●橋本（芳）会員　脊柱管狭窄症の手術をしました。

徹也さんと同じ先生にしてもらいました。色々と感

謝です。

●西村会員　結婚記念日のお花ありがとうございま

す。40周年になりました。

●木下幹事　長野県へ大学で行っている長男が 1年ぶ

りに帰りましたが、すぐに帰りました。次はいつ

帰ってくるやら。

●佐藤会員　久々のリアルを祝して。

●榎原会員　結婚記念日のお花ありがとうございまし

た。34回目迎えられました。

　　　　　　　　本日のニコニコ箱� 38,000円

　　　　　　　　累計のニコニコ箱� 914,000円

　　　　　　　　累計のニコニコB� 11,000円

��

お誕生日のお祝い　 4 月

�

会　　員
　橋本（徹）会員
　由上会員
　杦本会員
　清水（良）会員

会員夫人
　石﨑会員夫人

�



奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

が、個々がプロドライバーであると言う自覚を持つ事
と、会社としても、ドライバーが自信をもってハンド
ルを握れるように、今後ともドライバーと向き合い、
妥協せずに教育を行い、二度とあのような事故を起こ
さないように、取り組んでまいります。

卓話　田中パスト会長

青少年委員会炉辺談話

米山奨学生委嘱状授与

私の人生（今まで歩んできた事を伝えます）
 田中　慶一 パスト会長

タナカ物流株式会社は先代から引継ぎ、トラックも
7台足らずから自身での代の創業を始めました。当初
は物流を中心に業務を行いましたが、昭和63年の社名
変更（田中運送株式会社→タナカ物流株式会社）を機
に、梱包業務を始め加工課を開設しました。平成 2年
には兵庫県西脇市に西脇営業所を開設しその後、業務
の拡張と共に西脇営業所の移転、加工所の大幅な拡張
工事を行い、本格的に食品加工業務を行ってまいりま
した。そして平成28年には、西脇市に西脇第 2物流セ
ンターを開設し、業務の更なる拡張を遂げておりま
す。当初は社員も少人数で取り組んでおりましたが、
現在は100名を超える規模となりました。
その後、平成30年には代表取締役社長の交代を行
い、前専務取締役 田中靖雄が代表取締役社長に就
任、前代表取締役社長 田中慶一が代表取締役会長に
就任いたしました。取締役会も新体制となり、タナカ
物流株式会社の社員一同大いなる展望をもって全力で
取り組んでいます。
その第一歩とし、この度、令和 4年 4月竣工予定に
て西脇第 2物流センターの新築建て替え工事を令和 3
年 2月より進めており、現在は着々とその工事が進ん
でいます。
今後は新工場の発足と、新たな取引先様を向かえ、
タナカ物流株式会社グループ全体の更なる向上と発展
に取り組んでいきます。
去る、平成26年10月 6 日に、タナカ物流株式会社創
業以来の大きな事故を発生させてしまいました。市営
バスとの接触事故です。バスには当時50人の方が乗車
されており、その内17人が軽傷を負われる事故となっ
てしまいました。当時、事故を起こした運転手は、過
失運転致傷の疑いで現行犯逮捕されることになってし
まい、社内にも大きな衝撃がはしりました。幸い、こ
の事故による重傷者や亡くなられた方、後遺症が残ら
れた方などが存在しなかったことに、大事に至らず安
堵いたしました。
この事故を教訓に、定期的に実施しておりましたド
ライバーミーティングの内容も、過去の事例やヒヤリ
ハット報告を実施し、さらには運転適性診断を、実際
に運転シミュレーターを使用して行っております。
ハンドルを握る限り事故とは隣り合わせになります

卓　　　話


