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「教導石」

≪ゲスト≫

結婚記念 日

該当者なし

佐橋 徹 会長代行

以前 か ら健 康 のた

めに週 2～ 3回、お濠

の周 りを歩いた り走っ

た りしています。今週

はお濠の周辺にある記

念碑の うち 3つの記念

碑のお話をいた します。

最初は教導石 (教 え

は知 りませんで した。数

年前、昔からの地元の知人から純粋しぞ―か弁で「お

まっち いつから しぞ―かにいるダ ?」 と聞かれて
「どうも水戸の出で慶喜さんと一緒に静岡に落ちぶれ

たと聞いている」と答えたら「『教導石』に佐橋貢とい

う名前が彫つてあるぞ。おめっちじゃね―かと思うぞ」

と言われて、早速、中央署の向かい側のお堀端に立つ

教導石を見に行きました。確かに裏面にある80名 の賛

同者の中に曽祖父の名前が確認できました。「教導石」

は明治 19年に建てられた高さ約 2メ ー トルの石柱で
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正面には山岡鉄舟の書 といわれる教導石 とい う文字が

彫 られています。上方には静岡から各地への方向と距

離が記載 され、石柱の右側面に 「尋る方」とあり丁度

半紙を張るほどのスペース、また左側面に「教える方」

とあり同様なスペースがあります。誰もが疑問と考え

た事柄を問いかけ、裏面の賛同者の中でその分野に詳

しい人が回答するとい う、現代版 Q&Aと いつたところ

でしょうか ?

中央署から県庁の正面を回つて内堀に入 り左側に向

かってゆく途中に「静岡学問所跡」の石碑があ ります。

明治元年か ら僅か 5年間で したが 日本の最高 レベ

ルを誇つた静岡学問所です。幕府の崩壊に伴つて徳川

家が駿府へ連れてきた家臣団には神田小川町にあつた

幕府の国学,漢学、洋学の学問所の開成所の教授、教

員 も多数含まれてお り、静岡に移住 した教員達によつ

て明治元年 10月 に開校 して講義が始ま りました。

教授内容は文科系特に外国語教育が重視 されてい

た様です。教授陣はほとんどがヨーロッパでの留学経

験者でした。残っている教授たちの写真はいずれもが

パ リやオランダ・ライデンなど留学先で撮つた写真で

す。学問所では大変高度な教育が行われ、広島藩・福

岡藩・肥後藩などからの国内留学生も多数お りました。

弘前藩は慶應義塾の学生を静岡に移動 させたこと

もあつたようです。静岡をモデルにした学問所が鹿児

島や福井にも開校 され、静岡学問所の卒業生が教員 と

して招かれたそ うです。惜 しむ らくは科学技術部門の

欠落や、 目的も教員養成か行政官育成なのかが明確で

はなかつた事です。やがて東京大学の前身の大学南校

が設立され、教員 らが東京へ戻つたため、残念ながら

静岡学問所はごく短い期間で消滅 して しまいました。

最後に我々にとつて、お濠の周辺にある最 も重要な

記念碑をお伝えします。学問所跡の先に新 しく建てら

れた坤櫓 (ひつ じさるや ぐら)が ありますが、その正面

の内堀側に、わが静岡東 ロータリークラブの設立 30

周年を記念 して建立された駿府城下の町害1り を現 した

古地図の碑があ ります。ぜひ一度ご覧いただきたいと

思います。
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《会員卓話》

『電力の小売全面自由化について』

遠藤 正和 君

今年 の 4月 1日 以

降、電気の小売業への

参入が全面自由化 され

ま した。 これまで 10

社の電力会社が販売 し

ていた電力ですが、業

者は 900社 に拡大 しま

した。現在 72社が電気

の販売を開始してお り、当社 「静岡ガスグループJも
販売を開始 してお ります。今回、小売 りが自由化 され

ましたが、電力 自由化の歴史は産業競争力の強化を目

的に 2000年 3月 「特別高圧」区分の業務用・産業用向

けから自由化から始ま りました。

電力供給の仕組みですが、電力は 「発電所→送電線
→変電所→配電線」の経路をたどり、ご家庭まで供給

されています。また電力の供給システムは「発電部門」
「送配電部門」「小売部門」の大きく3つの部門に分れ

ていますが、2020年までにはすべて解体 (会社分離)す

る動きへ向かつてお り、 3つの部門が互いに自由に相

手を選べるようになります。

自由化によつて、どの小売事業者から電気を買つて

も、従来の送配電ネ ットワークを使って電気は届けら

れるので品質や信頼性は変わ りません。全面自由化に

より、新たに多様な事業参入者が出現 しました。これ

により多様な料金メニューが生まれます。また電気の

販売を携帯電話、家電、通信、電気 自動車等 と組み合

わせた「セット割引」など、これまでに無かったサー

ビスも生まれています。また電力会社の切 り替えは新

しい電力会社へ電話申し込みを行えば済みます。切 り

替えのハー ドルを低 くすることで自由化推進を後押 し

しています。

<富士発電所でのコージェネ レーション>
※発電効率は 70%～ 80%と 高効率の発電

静同ガス &パワ‐ 富士発電所 (3)
5“ :ZCr:5

当社が電力事業への参画を検討開始 した発端は

2011年の東日本大震災です。この震災直後は原発の停

止などにより電力需給が逼迫 し、特に富士地域などは

東京電力の管轄であり複数回の計画停電が行われ、産

業が被害を受けました。当社は当時から既にコージェ

ネレーションによる 10万 kw以上の発電を行つてお

り、我々もエネルギー会社として地域のために電力を

販売する方向で検討を始めました。

我々は地域電源の有効活用による「エネルギーの地

産地消」にこだわつて、エネルギー自給率の向上、地

域の活性化に貢献していきたいと考えています。ライ
バルのTOKAIさ んは「東京電力の電気を販売すること

で全国展開を目指す」ビジネスモデルですが、我々は
「現在、当社でガスをご利用いただいているお客様の

ためのサービス」との位置付けで県東部のお客様への

サービス展開を図ろうとしています。地域で発電した

電力を地域で販売していく「地産地消」を目指してい

ます。

当社では一般家庭向けの 「低圧」、業務用・産業用

向けの「高圧」「特別高圧」とすべてのお客様に電気の

販売を行つてお ります。また 「SHIZGASでんき」の特

徴は基本料金を割 り引くため、確実にいくら安 くなる

かが見えるシステムです。使用量の増減に関わらず割

引額を一定 としているため、省エネにより電気使用量

が減少 しても、メ リッ トを享受できる仕組みになって

います。

最後になりますが、今年の電力自由化に続いて来年
4月 にはガスが自由化されます。現在、国が来年の4

月の「ガス自由化Jに 向けて様々な制度設計を行つて

います。もしかしたら東京電力や東京瓦斯が静岡市内

でガスを販売することが可能になるかもしれません。

≪スマイル報告》

鈴木 洋一 君   ネ ッ トによるメークア ップを方法のご

案内を今年度事業計画に入れておいたの

ですが、遅れに遅れてすみませんでした。

お詫びのスマイルです。

川 口 尚宜 君   神野 さんプロデュースによるフイン会

がついに最終回を迎えてしまいました。

素晴 らしいお店のチョイスと楽 しい会の

運営に感謝 しスマイル致 します。来年 も

継続 されると聞き楽 しみにしています。

1年間有難 うございました

相原 雄治 君 先日のワイン会とても楽しい時間とな

りました。神野さん色々ありがとうござ

いました。次年度もよろしくお願いしま

す。

とても楽しいフインの会に参加させて

いただきました。企画された神野会員に

感謝してスマイルします。

初の黒谷さんでのフイン会に参カロさせ

て頂き、ありがとうございました。神野

会員感謝してスマイルします。来期も楽

しみにしています。

為国 浩二 君

高石 優子 君

≪出席報告≫
会員数 出席 欠席 MU 確定出席率
52(49 4

52(48

5/26 52(48) 8 4 91 67%

<会報作成 :田 中義―>


