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例会場：ブケ東海   例会日：毎週木曜日
(12:30点鐘）       第三木曜日：18:30

　　事務局●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者●川口恵美
　　Eメイル●numawestrc@ny.thn.ne.jp

　  　　　　　　　　　　　　渡辺　亀一会長

　皆様こんばんは、今日は花見例会としてご夫人

同伴例会となりました。また、800回を記念する

例会でも御座います。ご夫人の皆様方、ようこそ

お出でくださいました。どうぞごゆっくりお過ご

しください。

　沼川沿いの桜も正に花盛りといったところで、

行きかう人々の心を豊かに和ませております。ソ

メイヨシノの花びらは、淡いピンクの中でも透き

とおるような色合いで、その色の表現が非常に難

しいと思います。それ故に千数百年前から我々日

本人の心を惹きつけているのだろうと思う訳です

。

　この「ソメイヨシノ」という桜は、ご承知のよ

うに江戸時代の中期～末期に染井町（豊島区駒込

）から発祥したといわれておりまして、それも交

配種といわれております。人工的な品種改良か自

然交雑かは、はっきりしないようですが、「エド

ヒガンザクラ」と「オオシマザクラ」の交配であ

ることは遺伝子解析ではっきりしているようです

。ヤマザクラやエドヒガンは数百年の古木になる

こともありますが、ソメイヨシノの寿命は60～70

年とも云われております。

　また、このさくらは一代交雑種でありまして、

自力で子孫を残すことが出来ません。種子を付け

ることがございますが、発芽することはありませ

ん。人間の手を介さない（接木や挿し木）と生存

することができない事になります。言うなれば、

人との共存の道を選んだ桜でもある訳です。

　また、成長の早いこともこの桜の特徴です。第

二次世界大戦後に日本の各地に、戦後の復興をい

ち早く託し、そのシンボルとして植樹されました

。そして、世界第二位の経済大国になりました。

さくらと云えば日本、国の内外から多くの人々を

魅了し、その経済効果も一翼を担った事かも知れ

ません。

　そうして植えられた「ソメイヨシノ」も戦後60

年を超えて、老木と云われる樹齢です。美しい花

を咲かせ、たくみに私達の心を捉えてきた老木に

、寿命を延ばす手立てがあるならば、手を差し伸

べたい思いで御座います。

　

4月のプログラム

801回

4月10日(木)

12:30　ブケ東海　外部卓話・積 

惟貞（沼津RC）　広報・雑誌委員会 

理事会 

802回

4月17日(木)

18:30　ブケ東海　会員卓話・佐野 

稔君　プログラム委員会　夜間例会 

803回

4月24日(木)

12:30　原町商工会議所　鯉の放流 

社会奉仕委員会　移動例会 

会　　　長 渡辺亀一 幹　　　事 植松　正

会報委員長 宮島賢次 編　集　者 大久保豊和

◆◆第 ◆◆第 800800  例会　会長挨拶◆◆例会　会長挨拶◆◆

ロータリーは分かちあいの心ロータリーは分かちあいの心

●　ｸﾗﾌﾞﾃｰﾏ　●

心、豊かに活動奉仕

■■　本日のプログラム　■■

800回記念（家族花見）例会
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出席委員会報告

●ビジター

4/3に、ブケ東海にて、記帳された方

1.羽野久雄様：沼津北RC

2.大野数芳様：沼津北RC

3.小木曽誠様：沼津北RC

★出席報告（会員総数25名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

800回 25 名 18名  - 72.00 %

798 回 25 名 23 名 0名 92.00 %

●欠席者(7名)

西山幸三郎、坂部利夫、杉山　了、鈴木良則、

土佐通孝、井上武雄、宮口雅仁

●他クラブへの出席者

鈴木博行（4/1　沼津北RC）

●スマイル報告

1.本村文一：妻の誕生日のお祝いありがとうござい

　ます。

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①沼津北ロータリークラブ

　4月08日（火）裁量休会

　4月29日（火）祝日休会

②御殿場ロータリークラブ

　4月09日（水）3クラブ合同例会 於:高原ホテル

2.報告・連絡事項

①ガバナー事務所より、4月からロータリーレー

　トが、１ドル98円となります。

②ガバナー事務所より、三島南ロータリークラブ

　は3月18日付をもってクラブ名を 「せせらぎ三

　島ロータリークラブ」に変更いたしました。

③次週の例会後理事会があります。理事、プログ

　ラム委員長ならびにSAAは出席をお願いします。

　 

 

800回記念（家族花見）例会

　　西クラブ創立時の思い出　鈴木博行君

　1990年9月　大石ガバナーより、沼津地区に新

たにロータリークラブを作る様に沼津北クラブに

要請があった。人口50,000人に対し1クラブ設立。

　11月　沼津・沼津北の両会長の話し合いの結果、

沼津北クラブの30周年記念行事の一環として、沼

津北クラブがメインとなって沼津西部地区に新ク

ラブの設立が同意された。特別代表に横山開一氏

を推挙。北クラブ会長、岩崎逸三さん。幹事、名

取賢吉さん。

　1991月1月　拡大委員会設置。設立準備の会合

を特別代表横山開一氏の指導により、1月3回、2

月3回委員会開催。新設クラブ名は、沼津西ロー

タリークラブとし、テリトリーは沼津間門放水路

から西側が確定した。

　3月　森延敏さん、古郡さん、私に新クラブへ

の協力要請があり、森さん会長、私が幹事の依頼

がありました。

　4月　新会員のロータリー情報開催。新会員24

名のロータリー情報を開催し、ロータリー活動に

対する理解を求めた。女性会員候補も多数ありま

した。特に富士急百貨店3階の「つむぎや呉服店

」女性社長からは、私を入会させて頂けば10名の

女性会員候補を紹介いたしますよ、という素晴ら

しい情報がありました。女性会員の入会について、

拡大委員会で検討の結果、親クラブの北クラブに

女性会員が1人もいないのに、子クラブの西クラ

ブへの女性会員の入会は、時期尚早であると言う

意見が多数あり、入会が実現しませんでした。
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　4月　上原ガバナーノミニー出席を得て、クラ

ブ細則・会場・例会日の検討を行い、会場は原町

商工会2階、例会日は毎週木曜日とし、第3例会日

は、夜間例会が確認された。夜間例会は第3分区

では、初めてで会員相互の親睦を図る意味で大変

有意義だったと思います。

　5月　クラブ事業計画を作成し、RIに申請手続

実施。

1991年5月16日 西クラブ仮例会「第1回」

　　　5月25日 西クラブ国際ロータリー加盟承認

　　　5月30日 西クラブ創立総会

　　　6月26日 RI加盟承認。承認順位　1968番

　クラブの現状　西クラブは少人数ではあるが、

最大限の奉仕活動をしているクラブである。沼川

の鯉の放流、遊歩道の清掃は地域に密着した社会

奉仕である。

　又、全国で先駆けて情報をパソコンで作成した

事は、ガバナー月信にも掲載され斬新さが評価さ

れている。西クラブは、クラブ会員の団結力は、

他のクラブに劣らないと、自負している。これは

会員相互の「好意と友情」の表れだと思います。 

花見例会記念撮影

　

編集後記

　国道1号バイパスの沼川沿いの桜は、4月の第1

週で満開、第2週に入り葉が急に出始めた。よく

毎年頑張るなあと思うが、傍らの花のない木々だ

って競うように美しい若葉をだしている。小生の

事業所も19名の新入社員が元気よく働き出してい

る。春はいいなあ！（大久保）

　



1

例会場：ブケ東海   例会日：毎週木曜日
(12:30点鐘）       第三木曜日：18:30

　　事務局●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者●川口恵美
　　Eメイル●numawestrc@ny.thn.ne.jp

  

　　　　　　　　　　　　　　　渡辺　亀一会長

　皆様こんにちは、ロータリーも新年度に向けて着

々と準備が進められています。そして、私の任期も

先が見えるところまで来ましたけれども、まだ気の

休まると言うところが御座いません。

　階段を上って行く途中に踊り場というところが御

座います。景気回復をその踊り場になぞらえた表現

をしております。「踊り場」とは景気拡大局面にあ

るものの、上昇する力が弱まって横ばいで推移して

いる状態を指しているわけですが、果たして階段の

ように一休みする場所になるのかどうか注目されて

おります。

　日本銀行の総裁が空席になったことで、その人事

の迷走に失望した外国人投資家が大量の日本株を売

ったことが、このところの株価に大きく影響してい

るようです。現内閣が発足した直後の昨年9月末か

ら先月まで、東証一部の時価総額が124兆円も目減

りしたそうです。国民年金の運用先でもあります株

式の価値を100兆円以上も失って、政治家は信用を

失っております。

　首相は想像力の欠如であると新聞記事に御座いま

した。今はどこの国でも国際的なマネーの奔放な動

きにさらされていと言われます。先行きが暗い国か

らは投資マネーが引き揚げられる、これは当然のこ

とです。国際的資金の自由な動き、企業経営のグロ

ーバル化、新興国の急成長と企業間競争、金融技術

、これらが世界経済の潮流であり、その波にスピー

ドを持って乗らなければならない、このような記事

でもありました。

　金融商品で証券化商品というものが御座います。

日本では1994年に日本信販の自動車ローンを裏付け

した有価証券が証券化第1号です。今では住宅融資

、消費者融資、リース債権などが裏付け資産として

活用されております。昨年の発行額は8兆5000億、

アメリカの10分の1だそうです。サブプライムロー

ンで世界経済に大打撃を与えている証券化商品もそ

の一つです。

　2001年以降の金融緩和で資金が余り気味になり、

金融機関が積極的に手掛けた住宅ローンの証券化で

あった訳です。一見低リスク・高利回りの商品に金

融機関や機関投資家が飛びついたと言われます。そ

の裏で所得も資産も無い人に融資し証券化するなど

の詐欺的行為が横行し、また、格付け会社も見抜け

なかった。返済の行き詰まりが増加、そして、証券

化商品の価格が急落していった訳です。

4月のプログラム

802回

4月17日(木)

18:30　ブケ東海　会員卓話・佐野 

稔君　プログラム委員会　夜間例会

803回

4月24日(木)

12:30　原町商工会議所　鯉の放流 

社会奉仕委員会　移動例会 

5月のプログラム

5月01日(木) 裁量休会

804回 

5月08日(木)

12:30　ブケ東海　地区協議会報告 

会員出席者　理事会 

805回 

5月15日(木)

18:30　ブケ東海　クラブ協議会　

　次年度会長・幹事　夜間例会 

806回 

5月22日(木)

12:30　ブケ東海　会員卓話　プログ

ラム委員会

807回 

5月29日(木)

12:30　沼津市商工会　工場見学　職

業奉仕委員会  移動例会

会　　　長 渡辺亀一 幹　　　事 植松　正

会報委員長 宮島賢次 編　集　者 大久保豊和

◆◆第 ◆◆第 801801  例会　会長挨拶◆◆例会　会長挨拶◆◆

ロータリーは分かちあいの心ロータリーは分かちあいの心

●　ｸﾗﾌﾞﾃｰﾏ　●

心、豊かに活動奉仕

■■　本日のプログラム　■■

外部卓話・積　惟貞様（沼津RC） 
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出席委員会報告

●ゲスト

1.積　惟貞様（沼津RC）：「友」地区委員

●ビジター

1.砂田嘉正様：沼津RC

★出席報告（会員総数25名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

801回 25 名 20名  - 80.00 %

799回 25 名 20 名 3名 92.00 %

●欠席者(5名)

久松　但、西島邦彦、大村保二、坂部利夫、

土佐通孝

●他クラブへの出席者

名古良輔、杉山　了（4/6 クラブ雑誌･広報委員会)

鈴木良則（4/7　沼津柿田川RC）

●スマイル報告

1.積　惟貞様（沼津RC）：卓話の謝礼を、スマイル

としていただきました。

2.西山幸三郎：誕生日のお祝いありがとうございま

す。

3.佐野　稔：結婚記念日のお祝いありがとうござい

ます。

4.鈴木良則：所用につき、早退させていただきます。

5.井上武雄：M･Dテーブル会、残金です。

6.名古良輔：積ロータリーの友誌地区委員、卓話よ

ろしく、お願いします。

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①裾野ロータリークラブ

　4月11日（金）　特別休会

②富士宮ロータリークラブ

　4月21日（月）→20日（日）近江八幡交歓例会

　5月05日（月）　祝日休会

　5月12日（月）→10日（土）暮しの無料相談会

③新富士ロータリークラブ　

　4月22日（火）　新旧役員打合せ会　

　　　　　於：グリーンホテル高橋　18:30より

　4月29日（火）　祝日休会

④吉原ロータリークラブ　

　5月01日（木）　特別休会

⑤富士宮西ロータリークラブ

　5月02日（金）　指定休日

　5月16日（金）→18日（日）明星山公園清掃

　　　　　　　　　例会日、時間変更

　5月30日（金）　親睦旅行、例会場変更

2.報告・連絡事項

①長泉ロータリークラブより、5月より、Eメール

　アドレスを下記に変更します。

　　n-jimu@nagaizumi.com 

②国際ロータリー理事より、7月7日（月）東京で

　開催される2008～09年度RI会長主催会議の案内

　がきております。ご興味のある方は事務局まで

　お問い合わせください。

理 事 会

1．協議事項

①5月のプログラム クラブ奉仕委員長鈴木泰次君 

　・プログラム委員会の原案どおりとする。

②5～6月の座席表について　SAA　大村保二 君

　・名簿順とする。

③米山梅吉記念館の春季例祭に係る対応について

　・祝儀10千円を持参する。

④ロータリー旗ならびにメンバーズラック購入検

　討の件　

　・ロータリー旗（\31,300）と日章（\10,500）

　　を購入する。

　・メンバーズラックについては次年度に再検討。

外部卓話

　雑誌月間に寄せて

　　　　「友」地区委員 　積 惟貞様　
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　ロータリアンは、会費の納入と雑誌の購読が、

義務付けられています。購読とは、文字通り買っ

て読むことですが、「読まれざるベストセラー」

などの悪口を言われる現状はご承知のとおりで、

各クラブの雑誌委員や地区委員は、何とか会員に

読んでいただけるよう努力が必要になってきます。

4月の雑誌月間もその啓蒙活動の一環であります。

　RIの機関紙としては、"THE　ROTARIAN"がエバ

ンストンのRI本部に編集部があり1911年1月創刊

以来、現在月刊約50万部が発行されています。

　日本の「友」は1953年の1月号が創刊になりま

した。これはRIが認定した公式地域雑誌で、月刊

11万部弱が発行されています。「友」のような地

域雑誌は"THE　ROTARIAN"を含め32の雑誌(23の言

語)が有り、"ROTARY WORLD MAGAZINE PRESS"と言

います。

　公式地域雑誌には、RIから掲載を義務付けられ

た記事が有り、文頭頁の左肩に「RI指定記事」の

ロゴマークがついています。つまりこの記事に関

しては、ロータリアン必読をRIから要請されてい

るわけです。

　「友」の特徴は、横組み部分と縦組み部分が程

よく分かれていることです。ロータリアンに必要

な情報を主体とした横組み、ロータリアンの交流

、親睦に重点がおかれた縦組みは、それぞれ工夫

が重ねられた編集で、どの欄にもそれぞれファン

が居て好評です。

　今年からの新企画「手に手　クラブ探訪」は各

地の特色あるクラブを取材したもので、「風紋」

に変わって登場、横組み記事「新樹の声」ととも

にロータリアンによく読まれている欄です。

　2003年7月から「ロータリーの友」ホームペー

ジが誕生しました。ここでは「友」の記事紹介、

全国クラブの例会一覧表、国際大会や国際協議会

のリポートなど速報性を生かしたニュース、デー

タや基本的なロータリー情報が提供されます。

　2007年3月名称を「ROTARY  JAPAN」と変更、最

近は一般向けにロータリーとその活動を紹介する

欄も新設されました。皆さんが手軽に活用される

ことを期待しています。

編集後記

　これを編集している間に、2008年のメジャー第1

戦「マスターズ」でトレバー・イメルマン（南アフ

リカ）が通算8アンダーで優勝した。タイガーは5ア

ンダーで単独2位。イメルマンは4日間とも首位を走

った。強靭な精神力だ。（大久保）

後藤（ ③ ） 井上（２，１） 栗原（ ③ ） 宮島（ ③ ） 宮口（ １ ）

-------------------------3月分出席一覧 -----------------------

久松（１，２ ) 本村( ③ )

名古( ２ ) 西島( ２ ) 西山( １ ) 大久保( ２ ) 大村( ２ ) 坂部（ － ） 佐野（ ③ ）

芹澤貞( ２，１ ) 芹澤和( ③ ) 杉山了(２,１) 杉山壽( ２ ) 鈴木博( ③ ) 鈴木泰( ③ ) 鈴木良(１,１ )

土佐( ２，１ ) 植松( ③ ) 渡辺( ③ ) 吉川( ③ )

例会出席％　　73.33% 地区報告％　　81.33%

氏名(ホームクラブ出席数、他クラブ出席数)＋超過出席数。丸数字はホームクラブ出席100%を示す。
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例会場：ブケ東海   例会日：毎週木曜日
(12:30点鐘）       第三木曜日：18:30

　　事務局●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者●川口恵美
　　Eメイル●numawestrc@ny.thn.ne.jp

  

　　　　　　　　　　　　　　　渡辺　亀一会長

　皆様こんにちは、桜も散ってまもなく初夏を迎え

る季節になりますが、今日は、あいにくの雨になり

まして少々肌寒く感じます。

　このところ、いろいろの物資の値上げラッシュが

つづいておりまして、食料品などは家計に大きく影

響しているようで御座います。また、一方では暫定

税率の期限切れによりまして燃料の値下げで一息つ

く業界もあろうかと思いますが、先行きには依然不

安を残しております。

　最近の新聞でほとんど毎日、目にする記事は、環

境・金融、そして資源の高騰です。環境に於いては

地球温暖化の元になる、二酸化炭素の排出量からそ

の商品化、金融にあってはサブプライムローンで尾

を引く金融機関や為替、資源の中身は石油石炭から

鉄鉱石まで、幅広い資源が対象です。私が生業とし

ている建設業界も資材の高騰で、大変大きな影響を

受けております。2～3年前の値段に比べると、電線

が3倍、建物の骨組みになる鋼材が2倍半、基礎に使

われる鉄筋が2倍半、この4月からはセメントもあが

りました。これに付随したセメント製品も値上げに

なると思います。

　先週、サブプライムローンの証券化の話に触れま

した。二酸化炭素の排出量取引が行われていること

はご承知の通りでありますが、これを証券化されて

いることに驚きを感じます。温暖化対策にプラスに

なるかどうか疑問もあるようで御座います。

　米国で信用力の低い人が利用している住宅ローン。

このローンを証券化した商品の急落が引き金になっ

て、世界の金融市場に混乱を招いた訳ですが、その

多くがヘッジファンドの投売りだったようです。

　金融取引にレバレッジ（Leverageテコの意味）と

いう手法が御座います。信用を元に自己資金の数倍

の資金を動かす取引です。その反対の取引がデレバ

レッジ（テコの解消）です。資産価格が下落して金

融機関に返済を迫られ、また投資家から手を引かれ、

現金捻出の売りを余儀なくされた訳です。

　この様な事で老舗と言われる証券会社が、破綻寸

前に追い込まれました。「円キャリー取引」もレバ

レッジ取引の一種です。ドルの下落によりデレバレ

ッジで大量のドルを円に戻した為に、このところの

円高に繋がる原因になったようです。

4月のプログラム

803回

4月24日(木)

12:30　原町商工会議所　鯉の放流 

　　　社会奉仕委員会　移動例会 

5月のプログラム

5月01日(木) 裁量休会

804回 

5月 8日(木)

12:30　ブケ東海　地区協議会報告 

　　　会員出席者　理事会 

805回 

5月15日(木)

18:30　ブケ東海　クラブ協議会　

　　　次年度会長・幹事　夜間例会 

806回 

5月22日(木)

12:30　ブケ東海　会員卓話　

　　　プログラム委員会

807回 

5月29日(木)

12:30　沼津市商工会　工場見学　

　　　職業奉仕委員会  移動例会

会　　　長 渡辺亀一 幹　　　事 植松　正

会報委員長 宮島賢次 編　集　者 大久保豊和

◆◆第 ◆◆第 808022例会　会長挨拶◆◆例会　会長挨拶◆◆

ロータリーは分かちあいの心ロータリーは分かちあいの心

●　ｸﾗﾌﾞﾃｰﾏ　●

心、豊かに活動奉仕

■■　本日のプログラム　■■

会員卓話・佐野　稔君　プログラム委員会　
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出席委員会報告

★出席報告（会員総数25名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

8021回 25 名 19名  - 76.00 %

800回 25 名 18 名 3名 84.00 %

●欠席者(6名)

本村文一、大村保二、坂部利夫、芹澤貞治、

鈴木良則、吉川直人

●他クラブへの出席者

1.土佐通孝（4/17　吉原RC）

●スマイル報告

1.久松　但：誕生日のお祝いありがとうございま

　す。　

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①沼津ロータリークラブ

　5月02日（金）裁量休会（メーキャップの受付

　　　　　　　はいたしません。）　

  5月23日（金）夜間例会

2.報告・連絡事項

①次週例会（4月24日）は沼津市商工会（旧原町

　商工会）で、鯉の放流です。

②4月20日（日）に地区協議会が開催されます。

　出席義務者の方はよろしくお願いします。 

　

会員卓話

　再生紙偽装の真因と紙のリサイクル

　　　　　　　　　　　　　佐野　稔君

1.偽装の実態

①大手から中堅までの18社ほとんど偽装を行なっ

　ていた。

　偽装製品が10%を超えるメーカーが大半。

2.原　因

①製紙業界は、典型的な装置産業で製品の差別化

　に乏しく、競争力は巨大な新鋭設備を導入しい

　かにフル稼働させコストを下げるかが決め手。

　古紙配合率が高まると品質低下を招くので、天

　然パルプの配合を増やし、品質を維持し、成熟

　市場でシェヤー争いを展開していた。

②古紙配合率が品質との認識が薄かった。古紙配

　合率の基準値は逆立ちしても守れない。代わり

　に良質な天然パルプを使うからいいではないか。

　　ユーザーから出来ないなら他社から購入する

　と言われ、商機を失いたくなかった。営業現場

　も製造現場も、幹部までもが偽装を認知してい

　た。

③古紙が中国に大量に輸出され出し、上質古紙が

　国内で調達しにくくなった。　

④社会全体の認識不足も一因

　紙にかかわる企業や消費者、行政が古紙の利用

　技術や調達の実態、古紙配合率が持つ重みに対

　して認識が不足していた。古紙配合率が高けれ

　ば全て良しの無知。

3、再生紙を作る技術

①再生紙の歴史

　昭和38年旧本州製紙富士工場が神奈川県庁と共

　同開発した再生コピー紙｢やまゆり｣が本家本元。

　当時は古紙配合については極秘中の極秘。

　今回も偽装配合には拘わっておらず、再生紙

　のフラッグシップ

②古紙高配合はコストアップ

　パルプ繊維はリサイクルすることで短く、もろ

　くなる。古紙を混ぜる事で紙の強度は低下し、

　製紙マシンの運転スピードを落とさざるを得な

　くなる。

　紙粉の量も増え、品質低下とコストアップを招

　く。

③古紙の品質低下も紙の品質低下とコストアップ

　を招く。

4、紙のリサイリル

　古紙回収率は72%,古紙利用率は61%,回収率と利

用率に10%の差があります。　乖離は輸出と製紙

以外の用途に利用されているからです。古紙回収
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率は73%程度が限界と言われており、新聞、ダン

ボールは回収の優等生です。リサイクルの限界は

品質的にはせいぜい4～5回程度です。

また古紙利用率は紙35%,板紙99%で、今後の利用

率向上は印刷、情報用紙分野でいかに増やせられ

るかがポイントとなります。

5、再生紙のメリット、デメリット、

　再生紙は温暖化を助長し、バージン紙にくらべ

て、化石燃料の消費量が多い。

何故なら、バージン紙は原料の木材ﾁｯﾌﾟから『黒

液』と呼ばれるバイオマス燃料が取れます。

環境問題の視点は、CO2だけではありません。森

林資源の活用には常に生物多様性を損なうリスク

が伴い、自然林を伐採しても、植林すればCO2吸

収量はいずれ復活しますが、そこの生態系は大き

なダメージを受けます｡

古紙利用の増大で新たな伐採を減らし、生態系破

壊を減らす意義は大きいです。

6、古紙はどのように使うべきか

　発展途上国の経済成長で近い将来、バージン原

料は逼迫し、配合率一辺倒ではなく、バランスよ

く古紙利用量を増やす必要があります。

　印刷・情報用紙は、紙の生産量の約60%と最も

大きい割合を占めているの対して、古紙利用率は

23%に止まってます。再生紙と銘打った一部の銘

柄に無理に高い配合率を求めるよりも,配合率を

多少下げても幅広い製品に使うほうが、結果的に

多くの古紙を使うこととなり、環境負荷も抑えら

れます。

　また過剰品質症候群からの脱皮も必要です。高

白色度と塵などに対する日本人の過剰品質を求め

る悪癖を改めれば利用率はまだ上がります。

　さらに分別の徹底で古紙の品質を高めれば、用

途が広がり利用率も高まります。

　特にオフィス古紙の分別強化適正化が重要です。

7、再生紙偽装問題は古紙利用に潜むいろいろ歪

みを炙り出しました｡この機会に社会全体で古紙

リサイリルのあるべき姿を考え直す必要があると

思います。

　古紙、ペットボトル等のリサイクル資源を野放

図に中国等に輸出させていいものか、小生は疑問

に思います｡ロシヤや石油産油国は天然資源を国

家戦略として捉えております。わが国も資源小国

として、リサイクル資源の国家戦略があるべきで

はないでしょうか。

編集後記

　「古紙配合率が高ければ全てよしの無知」。深

い精密な議論無しの即自的、一次元的な判断。そ

れに乗じる”第４権”（故宮沢元首相の定義）。

古紙の話は、日本の縮図かもしれない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（大久保）
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例会場：ブケ東海   例会日：毎週木曜日
(12:30点鐘）       第三木曜日：18:30

　　事務局●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者●川口恵美
　　Eメイル●numawestrc@ny.thn.ne.jp

  

　　　　　　　　　　　　　　　渡辺　亀一会長

　

　こんにちは、今日は社会奉仕委員会で継続して行

っています鯉の放流で御座います。以前は川沿いの

清掃作業も合わせて行っていましたが、その成果が

出たのでしょうか、汚れも少なくなりまして、この

所は鯉の放流だけを小学生を招いて行っております。

　私が入会した年度は、原地区の2つの老人会の皆

様をお招きして沼川沿いの清掃作業だけを行ってい

ました。その翌年から鯉の放流を合わせて行うよう

になったのですが、それから12年続いているわけで

御座います。ここまで来る過程には多少の意見もあ

りました。中でも放流した魚が川に定着していない

と言う指摘を時々聞きました。

　最初の年に放流した鯉は当歳もので300匹でした。

ふ化して1年の稚魚で御座いますので、殆ど鳥に食

べられたようでした。生産業者に伺えますと、池で

養殖された魚は自然界の魚と比べて、隠れることを

知らないようです。そこで、格好の餌食になったと

いうことでございます。その様なことからその後は、

成魚も交えて放流が続いております。

　この事業は環境保全の一環として河川浄化を目的

に始まったわけですが、はじめるに当たって、当時

の社会奉仕委員長は建設省河川課に相談もしておら

れたようです。所によっては放流許可が出ないとこ

ろもあるようです。なぜかと申しますと魚に土手尻

をえぐられて、川の流れの洗掘を助長してしまうか

らです。場合によっては堤防の決壊につながること

も起こり得るという事で、その様に注意を払ってい

る訳です。

　たまたま、この地域では指摘を受けておりません

が、思わぬところに課題もある訳でございますので、

私たちが行う地域の奉仕活動も行動によっては、ち

密な計画のもとに行う必要があろうかと思います。

　今年も原小学校の児童に、先生の引率のもとに参

加していただくことになっております。子供たちに

自然環境の大切さを少しでも学んで頂ければ幸いに

御座います。また、放流現場が急傾斜で危険なとこ

ろでもございます。皆様方には、子供たちに最善の

注意を払って頂きたくご協力お願い申し上げます。

5月のプログラム

804回 

5月 8日(木)

12:30　ブケ東海　地区協議会報告 

　　　会員出席者　理事会 

805回 

5月15日(木)

18:30　ブケ東海　クラブ協議会　

　　　次年度会長・幹事　夜間例会 

806回 

5月22日(木)

12:30　ブケ東海　会員卓話　

　　　プログラム委員会

807回 

5月29日(木)

12:30　沼津市商工会　工場見学　

　　　職業奉仕委員会  移動例会

会　　　長 渡辺亀一 幹　　　事 植松　正

会報委員長 宮島賢次 編　集　者 大久保豊和

◆◆第 ◆◆第 808033例会　会長挨拶◆◆例会　会長挨拶◆◆

ロータリーは分かちあいの心ロータリーは分かちあいの心

●　ｸﾗﾌﾞﾃｰﾏ　●

心、豊かに活動奉仕

■■　本日のプログラム　■■

鯉の放流　社会奉仕委員会
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出席委員会報告

●ビジター

4月24日に、ブケ東海にて記帳された方

1.野田和秀様：三島西RC

2.西岡直樹様：沼津RC

3.斉藤利一様：沼津北RC

4.内田文喬様：沼津北RC

★出席報告（会員総数25名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

803回 25 名 20名  - 80.00 %

801回 25 名 22名 2名 88.00 %

●欠席者(5名)

大久保豊和、坂部利夫、佐野　稔、鈴木泰次、 

吉川直人

●他クラブへの出席者

久松　但、栗原侑男、名古良輔、大村保二、 

鈴木博行、鈴木泰次、吉川直人(4/20地区協議会)

●スマイル報告

1.本村文一：所用につき早退させていただきます。

2.鈴木博行：所用につき早退させていただきます。

3.鈴木良則：所用につき早退させていただきます。

幹事報告

1.他クラブの例会変更等

①沼津柿田川ロータリークラブ

　5月05日（月）　休会（こどもの日）

　5月19日（月）→18日（日）早朝例会　

　　本城山公園清掃及び柿田川公園ベンチ補修 

　5月26日（月）→22日（木）移動例会　

　　米山記念館にて　 12:30点鐘

②静岡南ロータリークラブ

　5月06日（火）　振替休日

　5月20日（火）→18日（日）春の家族会

　　メーキャップは11:30-12:30　

　　於：中島屋八幡ガーデンズ2階ロビー

 

2.報告・連絡事項

①ガバナー事務所より、芹澤貞治君、後藤　昭君

　に地区米山記念館運営委員の委嘱状が届いてお

　ります。

鯉の放流

原地区センター前集合

放流開始

最後に大型の鯉

沼津市立原小学校に寄付

編集後記

　4月の「ロータリーの友」に他国の地域雑誌の紹

介があります。他地域のホームページを開いてみる

と国際ロータリーの実感が沸きます。（大久保）




