（2019 年）令和元年 10 月 1 日 2019～2020 年度 No 12（第 3306 回会報）
会員数 106 名 出席者数 74 名 出席率 78.7％
ビジター紹介（親睦活動委員会 北上和博委員）

門脇恒一様（新入会員）竹島秀幸様（新入会員）
会長挨拶（町田卓大会長）

本日の理事会では、沢山の議案がありました。ご協力をお願い致します。来年の第 3 グループ A のガ
バナー補佐を、当クラブからお願いしたい旨地区から要請がありました。パスト会長会より、前年度会長
又今期会長で話し合ってほしいとのことで、印出井会員を推薦致し理事会で了解をいただきました。皆
さんで応援をしたいと思いますので、ご協力をお願い致します。過日、クラブの先輩であります上野様が
お亡くなりになりました。10 月 8 日にニューイタヤで、13 時より告別式が行われます。ご報告をさせて
いただきます。
誕生祝（親睦活動委員会

小島克之委員長）

菅谷隆臣会員 神宮厚会員 佐山良一会員 南波靖一郞会員 草野英二会員 岸本卓也会員 田嶋久登志会員
結婚祝（親睦委員会

小島克之委員長）

増田仲夫会員 荻山猛彦会員 岸本卓也会員 伊原修会員 菊地正敏会員 木村正樹会員 西村拓浩会員
金子昌郞会員 藤澤智会員 南波靖一郞会員 永井宏樹会員 前田正典会員 石田誠会員 増渕好次郎会員
近藤隆亮会員
配偶者誕生祝（親睦活動委員会

小島克之委員長）

永井美香様 三井けい子様 谷田部佳子様 新井裕理子様 長谷部恵子様 近藤文子様 菊地賀代子様
前田寿美子様
新入会員紹介（石島洋会員）

新入会員の竹島秀幸様をご紹介致します。環境整備(株)です。昭和 46 年
生まれ、48 歳です。奥様と小学校 3 年のお子様がいらっしゃいます。推
薦者は、大矢幹事と私石島です。趣味は旅行とゴルフです。竹島さんとお
会いしたのは、商工会議所のゴルフコンペです。

竹島秀幸（たけしま ひでゆき）様

環境整備(株)

ご家族：奥様 お子様
趣 味：旅行 ゴルフ
推薦者：大矢裕啓幹事 石島洋会員
所 属：ニコニコボックス委員会
新入会員紹介（青木直樹会員）

本日ご入会の門脇恒一様をご紹介致します。門脇様は、東邦銀行宇都宮
支店支店長様です。推薦者は、関口快太郎会員と私青木です。お生まれは、
福島県浪江町です。ご家族は奥様とお子様、趣味は野球・ランニングです。
ロータリー歴は、米沢上杉ロータリークラブに在籍されておりました。宜
しくお願い致します。
門脇恒一（かどわき こういち）様

東邦銀行 宇都宮支店 支店長
ご家族：奥様 お子様
趣 味：野球 ランニング
推薦者：関口快太郎会員 青木直樹会員
所 属：会報委員会
幹事報告（大矢裕啓幹事）

理事会決定事項です。９月のロータリーレートは、1 ドル 106 円です。11 月 2 日に行われます宇都宮
さんま祭りにですが、さんま 2000 匹を焼く予定です。既に 30 人を超えるお手伝いの登録をいただいて
おります。これに合わせまして、環境保全活動としまして、さんまのブースでエコバックのシェアリング
を行う事が決定しました。次年度の 2550 地区第 3 グループ A ガバナー補佐に印出井敏英国際交流委員
会委員長の推薦が決定しました。宇都宮ロータリークラブ 70 周年記念事業を行う事が決定しました。善
林会長エレクトが実行委員会委員長に決定しました。新入会員 2 名が承認されました。タイへの消防自
動車贈呈事業は、今年市内 10 ロータリークラブ合同の形を取らせていただきました。この事業への支出
10 万円が決定しております。11 月 8 日~10 日迄、地区大会が開催されます。11 月 5 日は、パトムワン
ロータリークラブの方が当クラブの例会にお見えになります。11 月 28 日職場訪問として、佐野市の村
樫石灰工業 他 1 社を職場訪問する委員会事業が出ております。
社会奉仕委員会報告（三井勝滋委員長）

先月、11 月 2 日（土）のさんま祭り参加協力を依頼しましたところ、43 名のご協力をいただいており
ます。今月もお待ちしておりますので、宜しくお願い致します。9 月 26 日、気仙沼南ロータリークラブ
の例会に田中会員；三柴会員・熊本会員と私 4 人で参加して参りました。さんま祭りは、今年で 7 回目
になります。私どもで事前告知をして、商工会議所の北関東便りに掲載致します。下野新聞の岸本会員に
もお願いをしております。賑わいのあるお祭りにしたいと思いますので、皆様のご協力をお願い致しま
す。
青少年奉仕委員会報告（熊本勇治委員長）

今日は第 1 例会ですので青少年奉仕委員会とインターアクト委員会の皆様は例会終了後お集まり下さ
い。宜しくお願い致します。気仙沼南ロータリークラブ例会に参加して、バナーを預かって参りました。
このバナーを会長にお渡ししたいと思います。

プログラム紹介（プログラム委員長 伊原修委員長）

本日は、会員卓話です。環境保全委員会副委員長の金山典生会員です。ご出身は、富山県富山市、サン
トリーモルティング(株)代表取締役社長です。1984 年、サントリー(株)入社、2009 年、サントリーミド
リエ(株)に勤務され、2013 年より現職に至ります。本日の演題は｢プラスチック問題に関する調査・考察｣
です。宜しくお願い致します。

卓話｢プラスチック問題に関する調査・考察｣
環境保全委員会 副委員長 金山典生会員

皆様、こんにちは。環境保全委員会副委員長の金山です。環境保全委員会は町田会長の強い意志で立ち
上げられ、阿部委員長の下で活動しております。新しい委員会です。今日は
阿部委員長の指示を受けまして、私が色々な調査をして資料に纏めてみまし
た。先程の経歴の中にサントリーミドリエ(株)という会社をご紹介いただき
ました。これは、新しい土壌に壁面緑化を組み合わせて販売をする会社でし
た。社内ベンチャーでは無いのですが、サントリーの中で自分が立ち上げた
会社でした。今は、トヨタサントリーミドリエ(上海)園芸有限会社として、
中国に本拠地を置き世界 20 ヶ国位で販売をしております。
「プラスチック問題に関する調査・考察」ということで、海にレジ袋が浮かんでいる、海岸にプラスチ
ックゴミが沢山積み重なっている等、非常にセンセーショナルな写真で語られている問題です。スウェ
ーデンの 12 歳の女の子グレタ・トゥーンベリさんが｢絶対許さない！｣と言っています。非常に大切な事
で、この地球は存続出来るのか？存続する為には、何をしたら良いのか？という事を、切々と語っていま
す。これは、SDGs（持続可能な開発目標）といって 2015 年国連で採択され、2030 年までに達成すべき
17 の目標です。こちらにある絵は、1~6 迄が発展途上国向け、その次が先進国向け、そして世界共通で
環境に強く関連するテーマです。14 番目は｢海の豊かさを守ろう｣です。これは、本日のテーマに強く関
係をしています。宇都宮が SDGs 未来都市 31 自治体の 1 つに選ばれました。評価の理由は、LRT や、
「もったいない運動」だそうです。｢県内の飲食店で、環境に優しいストローの試験実証を始める｣という
記事を、下野新聞で見つけました。｢栃木県は、意外に先進県ではないか？｣と、いう事です。プラスチッ
クがクローズアップされていると思っております。今年のダボス会議でも安倍さんが｢3 番目の重要なテ
ーマとして、海に流れ出るプラスチックを減らす共通認識を作りたい｣と言っておりました。G20 のテー
マとして｢大阪ブルー・オーシャン・ビジョン｣を提唱されました。世界のプラスチックの歴史を見ますと
1950 年代当時は、毎年 200 万トンのプラスチックを作っていたそうです。現在は約 200 倍、1 年間に 4
億 700 万トン、累計で 83 億トンのプラスチックを作り、捨てている量は累計 63 億トン。約 8 割を捨て
てきているそうです。その中で日本も年間 900 万トン位を廃棄し、海洋への流失は 6 万トンで世界の中
では少ない方です。この様な事が積み重なっています。左側の写真は、ウミガメの鼻にストローが刺さっ
ている写真です。このニュースがきっかけとなり、世界中で｢NO！ストロー｣のプラスチックごみ削減運
動になったと言われています。右側が、海底に沈んだプラスチックです。細かくなったプラスチックを魚
が食べ、その魚を私達が食べるという話です。この様な事を見せられますと感情を刺激されがちですが、
私自身｢本当にそうかな？｣と、きちんと調べて動けたら良いのではと思っています。プラスチック容器・
包装・ペットボトル・レジ袋等の生産が多く、その半分ぐらいが廃棄されています。そのプラスチック容
器は、つい最近迄日本や先進国から中国や東南アジアの国々に輸出しておりました。それが、海に流出し
ている事もあるようです。｢日本は現在 30 位で、6 万トン位しか流していない｣と言える立場では無いか
も知れません。日本の中でみますと、ゴミ全体の 10％が一般系、事業系のプラスチックゴミはリサイク

ルされています。出てくるプラスチックは、一般系からだと思います。発生量は 700 万トンで、レジ袋
と使い捨て容器で約４０％です。ストロー類が 14％、ペットボトルが 14％となっています。海への流出
は、ペットボトルが目立ちます。日本のペットボトルのリサイクル率は、約 85％と高い方です。熱して、
熱として回収しているそうです。世界的に見ますと｢それは、ずるい？｣と言う人も、いるらしいです。ド
イツでは、サーマルリサイクル（熱回収）で無いリサイクルが 65％、日本では 19％位がケミカルとマテ
リアルリサイクルです。熱として回収していますと言っても、これだけ有ります。その中で私達に何が出
来るかと言いますと、使ったものをリユース又リサイクルする事は大事な事ですが、最初にしなければ
いけない事は｢使わない｣という事を私達が納得する事です。日々日常で使用するプラスチックのストロ
ーやフォーク・お皿・レジ袋を使わない、この活動に参加出来ると思います。レジ袋を有料化・課税して
いる国が、韓国・ベトナム・インドネシア等です。製造販売・使用等禁止している国は、バングラディッ
シュ・ブータン等いくつかの国が有ります。容器に関しましてフランスは販売禁止、ストローに関しては
無償提供の禁止です。イギリスやフランス等は、先に行っています。更に EU で検討中なのは、ナイフ・
フォーク・スプーン・マドラー・使い捨てプラスチック等は、全てプラスチック以外の素材に切り替える
という事です。アメリカでは、2013 年 1 月からペットボトル飲料販売禁止だそうです。限定エリアでは
有りますが、この様なエリアも有ります。この様に場所に行きますと、残念ですがサントリーのペットボ
トル飲料は買っていただけません。サンフランシスコやニューヨークは、2015 年 7 月から持ち帰り様の
発泡スチロール容器禁止です。日本は「2030 年迄にワンウェイプラスチックを累積 25％排出抑制する」
と動き出したところです。グローバル企業ではどうか？と言いますと、コカコーラ・ネッスル・マクドナ
ルド・スターバックス等の会社も 2025 年・2030 年迄に、容器や包装のリユース可能にする、又は成分
改正のものにする方針を打ち出しております。
サントリーに於いても、
2030 年目標で策定しております。
南アルプスの天然水のボトルのふたが、成分改正のプラスチックに変わっています。ペットボトルの素
材をリサイクル素材と植物油素材 100％に切替える宣言をしています。小山市に協栄産業さんがありま
す。この会社は、ペットボトルリサイクル技術が高い事で有名です。この会社と共同で技術を開発したリ
サイクルボトルで、皆さんに清涼飲料を楽しんでいただいております。ユニクロさんはプラスチックの
レジ袋を止め、紙袋に変えました。しばらくしたら、これを買っていただく様になるそうです。世の中は、
既に動き出しております。さて、ロータリーはどうでしょうか？環境委員会の方針として、1 つは我々市
民が出来る事に関与する。或は、子供達と一緒に出来る事、啓蒙が出来る事。プラスチックストローは既
に始まっていますので、レジ袋で行動を起こすと本日決定していただいたところです。具体的に、この様
なエコバックです。皆さん展示会に行くと、この様な物をいただいた事があるかと思います。日本のチェ
ーンストアー協会が言いますのは、店頭で 54.6％の方が｢レジ袋要りません｣と言うそうです。ここは、
スーパーマーケットとコンビニが一緒になっています。スーパーマーケットでの数字は、もっと高いか
も知れません。コンビニでは、無条件で商品を袋に入れて受け取っているかと思います。個人的には、こ
ちらをどうにかしたいと思っております。家庭で眠っているエコバックを個人商店で活用、既にあるエ
コバックを上手く活用していこうという事を実行している方がいらっしゃいます。これにヒントを得て、
阿部委員長から｢これは､どうか？｣と言うアイデアをいただきました。ロータリーとインターアクトが一
緒になり、さんま祭りでエコバックをフリートレードしましょう、出来る事から始めましょうという事
で計画を致しました。皆様にお願いがあります。家にあるエコバックを 1 つでも 2 つでも結構ですので、
例会時に持ってきていただくか事務局に郵送していただけたら有り難いです。さんま祭りにきていただ
いたお客様に無償で提供したいと思います。来週の例会時に、沢山持ってきて下さい。宜しくお願い致し
ます。
【今日の食事】

松花弁当
さつま揚げ 六方里芋 揚げゆば もみじ麩 さや 菊花餡
玉子焼 マダイ焼き 花レンコン サワラ竜田揚げ シシトウ天ぷら
南瓜マリネ 海草ゼリー パンナコッタ お造り（鮪・ホタテ）

【10 月卓話】
10 月 1 日（火）会員卓話｢プラスチック問題に関する調査・考察｣
環境保全委員会

副委員長 金山典生会員

10 月 8 日（火）｢最近の大相撲事情｣
北出幸一様

NHK- GMS

10 月 15 日（火）第１回クラブフォーラム
10 月 22 日（火）休会
10 月 29 日（火）米山記念奨学生 活動報告
クマリ様
会報担当：渡邊 肇 会員
画像担当：柴田 彰夫 会員

米山記念奨学生

