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rﾂ率答'………きようの例会‘震‘亀‘，"………煮
;第920回平成'3年10月16日(火） ビヨ
峰参4,‘侭ｼ:碁,侭零歳響一蝉一一両夢‘’一参型一響‘,謬浄‘億%琴,緯響《,ごｼ;息‘,‘,愚琵1,〆::巡,‘,言’陰幽‘,:ｼ必

｜ 鷺谷歌の会幹事よりお願い
凸

I

おFﾉtに案|ﾉ1がございますように、 1 1 l16H(火）

今池ガスホールにてピアノとギターのﾉli淡奏による

発表会がございます。お食半をなさる〃は3,0()0｢りご

負ｲ|順きますが、 レスI､ラン・ガス隙でのお〃ifも用

意してありますので、お一人でも多くご家族．ご友

人"i'li lAlをお!浦い頂き、応擬にお越し｜､さいます

ようお獺い致します。

へ

職場例会く㈱ワキタ商会〉

癖………琴…先週の記録〃急……琴'‘冠…竜
;第919回平成13年10月2日(火） 晴 ；
際騨一鯵‘,‘,霊淨舜津一科,扉碧,歸浮,雨陰‘,侭塑‘,ﾐ櫻歳挙侭雲‘債ｼ禁‘債’秒"蝉-1,"坐

笹野会長挨拶

壇には25〃人が張る富士1 1 1で深刻さをji1して来て

いますのが、縦l l lffのし尿処III!の|ﾊl迦です。

呪｛li、 I I I 1II1,1･近では、使川済I､イレッ｜､ペーパー

が1I1肌を樋い、悠奥漂う「たれ流し」の状態でこれ

を何とかしようと「富士11 1クラブ」という氏間の非

常ﾎ111,11体がl l 1噸に微ﾉ|皇物でしﾙl<を分解する「バイオ

トイレ」を作り'ﾉﾐ験をしました。 し14&を ‐酸化炭素

と水に分解し水を水洗水にllf利川する「杉チップ式

（3人川)」と、雌終的に堆肥にする ｜~おがくず式

（1人川)」です。使川料が2001 11の洋式|､イレは大変

好評で多い| ｜は500人の利用符があったと,. i･います。

ただlHl池は締YWで、今IIjlのI没ii'''l ･維l･WWはボランテ

ィアの協ﾉjをi(卜ても13007jl･'1．シーズン笠1.1.1稀の

-･ l叫削に､'iたる、 lOﾉﾌ人対象の脱税を導入するに

は一億と,iA疎され環境省と交渉' | 1だそうですが金も

さることながらILI然公|鷺I法などのハードルもあるよ

うです。

愛知！,↓ f好l111.では、 1900万| 11をかけてlll1. 1ﾉ1の小中

学校全部にシ･Yワー|､1･き'､イレを,没li'､'!することを決

め年内'ﾉ罰j息の1，だ‘艮野県は身|蹴尚や,断齢箭が使い

やすい|､イレ1終附を'三|指し、県施投の|､イレ幣備に

木絡的に取り組むそうです。

作耐il ･ 11: IIII家の1IIIIIﾉ<豆郎さんの|､イレに間する

エッセイに「劇場・窄港・ ドライブインなどで、女

’|ｿ'2がI､イレi､↑ちで|ｲ《|っている姿をよく兄かける。 ｜、

イレの倣地lili砿がどこにｲ｣:ってもり)女!ilじにもかか

わらず、女'|'|;IEklﾘ『要llflillが述う為、 '))'|'|：の3階の魑

さにすべきだ｡」といったIﾉ1容がありました。

｜､イレ喋境の改牌に取り組む姿が､各地各方IAiで兇

受けられるようになったことは誠に;¥ばしい限りです。

囹"君が代”“奉仕の理想”

鬮出席報告

会貝 70(65)橘 出職 ‘19燗

IIIWif率 7538%

前々lul 911 181 1 (修l剛}職率) I()()%

囹ビジター紹介 3橘

囹ゲスト紹介

デットノルスケベリタス ilI朧街員rijl:籾懸氏

へ

佐久間幹事報告

1 次週9日は休会となり、次1I:l1例会は職場例会で

16II(火)12時30分より㈱ワキタ商会にて|刑雌致しま

すのでお間逃いのないようご出席下さい。

2．人会候怖者の方に帷鮒尚のゲストとして例会に

ごIIIWifいただく'lfと“友愛のl i"に地域の冊､j：:ﾉ|:

に例会参加いただく''1がIII!jf役興会でﾉ侭I認されま

したのでお知らせ致します。

3． ロータリーの友l()ll )ナとガバナー111!;をおり11}り

にお持ち下さい

池田国際奉仕委員長よりお願い

テロによるニューヨーク災',ifの深刻な状態に、 l ';|

隙乍II:委興会として救援炎媛金を皆様にお噸いした

いと思います。テーブルに募金輪をIIIIしますので、

沖慰のご協ﾉjをお随い致します三

-1-

’|lll 靭恥｡~変身獄彊潅議謹副菫巻識篝テーマ|’
推鯉睦職嬢紙を繊服じて鎧、篭ず．



* il:創り州を職している企朧としての剛M(工。・ファンド）

・環境改善において市場に受け入れられる製品評価

* llillﾉ1 ･海外の市場において環境改善をij:っている製品

直接的なメリット性

・製品コストの削減

＊エネルギーのi'illi'if/齋源の通ll:使川／汚染物

）庇の削減／廃飛物のｲi効利川（ムダの|#除／

イI効利川）

・組織の強化

＊環境問題を題材としたPlan/D()/Cllcck/

AcIに膳づくマネジメントシステムの'災践に

よる休礎の強化

l l的意識のli'l l: 、 II: 'I7のやり〃のli1 |:、

コミュニケーションの向l: (社内の風辿しの改鮮）

社会的責務の兜付による 〃人人のモラルの向k

IIIIれにしろ、 ISOによるメリットはこれを使う企業

によって決まるといっても過‘_ずではない。このマネジ

メントヅールを使って公ﾄ|蝋境・社会雌境・地球喋境

をより良くし、 この地球を我々のf孫ヘリ|き継げるよ

うにしていきたいものである。

團講演

"ISO14001シリーズ取得について”

デット ノルスケベリタス i疵朧f池イi昨沸戯氏

（紹介池森ｲﾄ）
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ISO(Inlerllali()IlalOl･ganizalion[()l･Slalldal･dizalioll=l lil

際標準化機椛) (4I 1;l際的、他l 'illlll交易を促進するため

に規絡の統を|､xIり技術的陣'IIfを取り除くためにl() 17

年に本部機椛をジュネーブにおく非政府機関として1没

立されました。呪ｲfは最先端の'|榊職”'1や品質国際

環境保全、労働安全衛生などの経営マネジメントシス

テム問題に|flするllil際標準制定にﾉjを入れています

そのA蜘iiとしてISO9000 (IYI1'(マネジメントシステ

ム) ISOl lOO() (環境マネジメントシステム）が制定

されています特に社会的な|ﾊl腿として、地球蝋境の

問題がクローズアップされ、 92年61 1地球サミッ|、

(IEI隙蝋境|ﾙl発会I瀬）がブラジル． リオデジャネイロ

で開催されて以来“この地球との調和を維持しながら

発展が可能な社会”をI-l指すことに対し白嶺的な活動

を行っている企業･ l刑体･ | ' I流体群あらゆる堆梛~業

態が環境改}'；のマネジメントの．つとして川いること

ができるｲ別lt界的なji";としてISO14001:環境マネジ

メントシステムが制定されました．

ISOﾙ1001 (蝋境マネジメントシステム）のI I折す

ものはマネジメントの堪本であるPlan(計画)Do(実施）

Check(是正)Act(見直し)にj,§づき継続的にI'|分述が

できる環境改i'#に努力することにあります。

企業にとってのモラル：

企業活動（便利さ）は少なくとも環境を鵬|'|§に

している “この地球の環境を少しでも良くして

いこう”という気持ちと'ﾉﾐ1'1fが求められている

情報の公開

“企業としてどのようなことを実施するのか”

ということの'''i: !_すと!税|ﾘllIi征が求められている。

環境保全に対する意識の高揚と実践

人・人の従業員が努ﾉﾉしている会社であるこ

とが/f特定多数の人々に解ってもらえればl lt界II1

からI;､lillliされ、その結果その会社は､il然IIIIびるこ

とになる‘，

企業としてマネジメン|､システムを導入する際、 111

を変えたいのかによってその企堆の|ﾊl接的、 I1'1:嫉的な

メリット性は災なります‐

間接的なメリット性

・環境改善を行う企業であるというイメージ.信頼性

＊地域i|:食への獺'il; ･蝋境職鼎を号瞳している企雌

＊法M&法令を道'､了して1 ，る企業

＊安定的に'k潅等が111能な企業

一
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,ili；演料をニコボックスにとご寄'､l-噸きました。

お知らせ

ニューヨーク災,! iif ･救援金は88.5001 11災まりま

した クラブ独自での募金活動は継続し、送金

先はl 'il際乍ll委興会にて検i;､|致します。

※地|><:|〃ﾉj侭援金としてクラブより70.()()()l 'lはすで

に榧り込んでおりまず弓

一

例会変更のお知らせ
〆 、

柵11i1割り南RC lO/18(ｲ《)職場兇学の為、浜岡原

r･ﾉﾉ発巡所5号機兄'γ：

%,'ili!みなとRC I()/19(御御|抑轆にて慨削の為

名III-雌北RC 10/19(ft)1D.Mの為、かII~吃免にて

名,' ilf! | 'RC IO/22(I 1) @IRCffl1il例会の為、

10/23(火）

fi,lil寸搾港R() 10/22(I I)夜|H1例会の為

椚III雌栄RC I()/22(1 l);IRCfW｢11例会の為、

l()/23('k)観光ホテルにて
、 ノ

囮ニコボックスは､紙面の都合上､次回掲載と致します。

囮次回例会(1011231 1) クラブフォーラム

1M絲過'拙'『 filllllM災付委興長

．‘米III'､j::及会・奨'γ:金とその利川について”

米llI'､j::友公 'lif'l＃腿劉1ﾋ氏

（紹介林,ｲｷ）
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