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名古屋千種回一夕リークラブ
承認 1982年S月24日

例会目 火曜日 12：30

例憲暘 愛擬腫笙年金会館
事務局 TEL763-5110FAX763-5121

会長 吉田節美

幹事 石黒正則
会報･離誌委員長大口弘和

題写黒野清宇

ロータリーの夢を追い続けよう FOLLOWYOURROTARYDREAMNo.33

1998-99年l" RIfrl之 シr一ムスL･レイシー

r………響きようの例会~響…響…篭
3第799回平成11年3月30日（火） 賂3
E両響,戸夢ﾎｯ‘1,命碧』侭響忘参‘,侭響,侭碧,歳響侭淫羅冒琴“鯵‘,‘,ﾐﾂ琴鐘響侭響忘淫,声諜

良治君、鈴木正男君、鈴木理之君、竹内眞三君、

田中昭二君、和田正敏君、山田壽勝君、吉田

玄君サイダ1 ．リーイタIサクラがサイダ？

魚津常義君夫人誕生'二l祝い。
へ

友愛の日

手勢'侭………淫’先週の記録 ‘誤ｼ鍔振……塔,侭当
；第798回平成11年3月23日（火） 晴 ；
噌侭響侭彗声響侭響侭響側ご’酔侭寧侭響‘承’響『蒔塔』‘辰ｼ型病凶‘,§ﾂｰ侭謬嗣酔侭琴面鎚

囹“それでこそロータリー”

囹黙想～自然と衣食～

囹出席報告

会員 70(67)名 出席 44名

出席率 65.67％

前々lml 31rl9日 （修ili出I＃;率) 100%

認ビジター紹介 l名

囲ゲスI､紹介

名古屋'li立大学名誉教授 1if山光子さん

名古屋短期大学付属高校IAC噸間

河合保,醐先牛

IAC 近藤真衣さん・加I合絢子さん

iHl みちさん

（3月16日分）

秋山茂則君残念。 llif伺年の友を失いました。

ご冥綿を祈ります。

石黒正則君渡辺出席委員長､お世話になりました。

安らかにお休み下さい。

水谷祥督君蔵王へスキーに行って来ました。

鈴木理之君渡辺さん、有難うございました。

足立一成君、萩原喜代子さん、伊藤健文君、加藤

大豐君、河村政孝君、小杉啓彰君、小山雅弘君、

久野峯一君、丸山昌宏君、松居敬二君、宮尾

紘司君、水野民也君、水野賀績君、中根三郎君、

成田良治君、鷺谷龍男君、酒井淳二君、佐久間

良治君、佐野寛君、笹野義春君、鈴木正男君、

舎人経昭君、山田壽勝君、山本英次君、吉田

玄君渡辺淵のご冥棉を心からお祈りします。

‐

(3月9I=1分）

東RC水野茂生君 ｜皇l転単を噸き、ありがとうご

ざいました。

水野民也君 lき'転r|iを1頁き、ありがとうございま

した。

中山信夫君葬儀御礼。

竹内眞三君先週は皆様から還暦オット11古怖祝

いを噸蛾し恐縮。増々元気で自亜いたします。

吉田節美君1945年3月10Rは東京大空襲のあった

日です。

秋山茂則君、小林明君明I=13月101]は陸軍記念

日でした。 lﾘ1治38年3)110Rは日本が世界大l恋Iロシア

に勝った日です。

足立一成君、萩原喜代子さん、池田隆君、石黒

正則君、伊藤健文君、伊豫田博明君、神崎住惠さ

ん、河村政孝君、菊池昭元君、小坂井盛雄君、久

野峯一君、黒須アイ子さん、松島孝彰君、水谷

祥督君、本山孝君、中根三郎君、尾関武弘君、

鴬谷龍男君、鈴木正男君、鈴木理之君、田部井

｜ニコボックス｜

渡辺辰夫夫人皆様に感謝を込めて。

浅井誠寿君春です｡たかが田楽されどHl楽二代目。

加藤大豐君先|]は唄の会に参加l典きありがとうご

ざいました。

小林明君先日の1Mの懇親会では応援本当にあり

がとうございました。

田部井良和君本日は冑|||先生による第2回環境卓話

です。よろしくお願いします、

鷲野義明君寒いです。

伊藤健文君、河村政孝君、丸山昌宏君、水野

民也君、成田良治君、佐野寛君、吉田節美君

存になりました。でも寒いですね。

秋山茂則君、青山敏郎君、萩原喜代子さん、林

哲央君、池田隆君、石黒正則君、菊池昭元君、

久保田皓君、久野峯一君、黒須アイ子さん、水野

賀續君、水谷祥督君、中根三郎君、中山信夫君、

西野英樹君、大口弘和君、鴬谷龍男君、佐久間
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の発明に対しては懸賞金がかけられた程になって居り

ました。

丁度その頃ハイアットと言う化学屋の兄弟が居り、

自分の研究中偶然にもコロジオン溶液を机の上に放置

してあった樟脳の上に落してしまった所、落ちたコロ

ジオンが急速に固体に変化する現象を見て、 これがセ

ルロイドの発明のきっかけとなり、セルロイドでビリ

ヤードのボールを作り始めた様であります。当然の事

乍らハイアット兄弟は懸賞金を獲得した訳でありまし

て、 この年1867年がプラスチックが初めて世に出た年

でプラスチック元年と認められ通説となって居りま

す。 日本では1890年に本格的に生産する様になりま

した。

その後ベークライトを始め色々なプラスチックが生

産される様になりましたが1889年セルロイド生産の年

を日本のプラスチック元年としても欧米に遅れる事20

年強の差があります。併し乍ら現在では日本のプラス

チック原材料の年間生産量は約1300万トンでアメリカ

についで世界第2位であり、第2位となってすでに4

半世紀を経過して居り、その後の普及の早さはすさま

じいものがあります。

本日は我々の生活に密着し又工業的にもなくてはな

らないプラスチックの生い立ちについてのこぼれ話を

お話しして挨拶とさせていただきます。

最後に、 18日は千種消防署の新庁舎が自由ヶ丘の高

台に完成し、その竣工式に参列し感謝状をいただいて

参りましたので御披露致します。

良和君、舎人経昭君、和田正敏君、山田毒勝君、

吉田玄君 3月11日の1Mでは小林明さんの歌を

楽しみにしています。千繩RCのイメージUPI よろ

しく。

｜石黒幹事報告’
l .次回例会終了後、理事役員会を開催致しますので

理事役員の方はお残り下さい。

2． ，98～'99年度最後の会長主催会議（5月6日～8日）

のご案内が来ております。参加希望の方は事務局ま

でお申し込み下さい。

|渡辺辰夫夫人より会葬御礼挨拶’
この度は夫、漉辺辰夫の葬儀に際しまして、休会中

にもかかわらず、又例会日でもございましたのに貴重

なお時間をご都合つけて頂き会葬賜わりまして、夫

共々感謝申し上げますとともに大変有難くうれしゅう

ございました。

腎不全で入院しておりましたが、 2月退院以来順調

に快復致しまして、 4月復帰を本人は目指しておりま

したが、 3月14日昼、一瞬のうちに自宅で帰らぬ人と

なりました。

陶芸クラブ千年会やX'マス・家族会と親しく私も参

加させて頂き、楽しい思い出を一杯頂きました。

人と人とのふれあいを大切にされる千種R.C.の皆さ

まの幸せを心から祈念致しまして、夫に代わりまして

厚く御礼申し上げます。

ﾉヘ

圏委嘱状伝達

'99-2000年度の地区ライラ委員会・委員長及び新

世代委員会・委員として、中山信夫君に会長より委

嘱状が伝達されました。

|吉田(節)会長挨拶’
先々週の土曜日曜は美浜に於いてライラセミナーが

あり、帰りましたら渡辺君の計報に接し大変悲しい別

れとなってしまい残念至極でございました。ご冥福を

祈るのみです。

本日はビジター1名と、 名短付高より河合先生、

IACの生徒3名、 そして名古屋市立大学の吉山先生を

お迎えしての例会です。のち程、吉山先生より環境問

題についてお話いただきます。

さて本日は私共に関係ある化学工業、特にプラス

チックの分野に於いてその開発当初のこぼれ話の1つ

を御紹介して見たいと思います。

現在プラスチックは家庭用品、家電製鈷等我々の生

活に深く入り込んで居ると共に宇宙開発バイオ、電子

等ハイテク産業にも欠かす事の出来ない材料となって

居ります。今から約32年前アメリカのプラスチックエ

業会(SPI)でプラスチック100年祭のイベントが行わ

れました。プラスチックが世に出た1860年頃はアメリ

カはビリヤードが爆発的に大流行し、 そのビリヤード

に使うボールの象牙が大変不足した為、何かこれに変

る材料がないかと躍起に探し求めて居り、その代替品

~、

|田部井環境保全委員長よりお願い’
環境教育用オリジナルパネルを作成致しました。

目的としては、環境問題はその時の“思いつき”と

いうより、 ．人一人の精神構造の中にキチッと埋まっ

ていないといけないと考え、千種区内の小・中学校22

校に環境教育として使ってもらおうとパネルを贈呈す

る予定となっています．

「なるべく車を使わず公共交通機関を」 「過剰包装

は断わろう」 「物は大切に長く使おう」 「ゴミはキチン

と分別して捨てよう」と4つの切り口を小・中学生に

わかりやすくまとめ、 1つ1つの行動が全体の大きな

力となり、 「地球」の役に立つとしてあります。 6月

の環境月間に合わせ、 6月4日の校長会にて贈呈致し

ます。

－ワー
ム



また、我々には何が出来るのか考え、環境保全委員

会より3つの提案を致します。

◎ゴルフバックは車に乗せっぱなしにしない。

（必要な時だけ積む）

◎書籍の過剰包装は断わる。

◎パーティー・会合での飲物は飲みほす。

（生活排水を少なくする）

以上を当委員会の取り組みとして、皆さまにお願い

致します。

ヘーヘーヘへ～､ﾉ、麻雀会、ﾊﾊﾍﾍﾊｰﾊｰへ／

於：松楓閣 3／18（木）
RANK NAME MARK

優勝 水野賀續 ＋75,500
2位 山本眞輔 十58,100

3位 田中昭二 +4,600

B B 鈴木理之 △23,500

参加者8名

今回は出席が少なく鈴木(理)君、田中君に無理

を言ってご参加頂きました。

次回5月13日(木)は今年度最終回で、取り切戦

となりますので、是非多数のご参加をお願い致し

ます。 （久野）

囹講演

“ドイツのゴミ事情”

名古屋市立大学名誉教授

吉山光子さん

例会変更のお知らせ

名古屋東山RC 4/8(木)春の会員家族懇親会の

為、名港遊覧船にて17時～

名古屋西南RC 4/8(*)春の家族旅行会の為、

4/10(土)詳細未定

名古屋守山RC 4/8(木)春の家族会の為、

三井寺、琵琶湖ホテルにて

名古屋東RC 4/12(月)6RC合同例会の為、

東急ホテルにて

名古屋空港RC 4/12(1I)春の家族会の為、

4／10山北陸地方へ

名古屋錦RC 4/13㈹創立記念例会の為、

4／16(櫛

名古屋名南RC 4/13㈹春の家族会の為、

4／11旧)御園座にて

名古屋名北RC 4/14(水)春の家族会の為、

4／10(-けなぱなの里

名古屋和合RC 4/14(水)6RC合同例会の為、

4／12('1)東急ホテルにて

名古屋東南RC 4/15㈱春の家族会の為、
4/10uj詳細未定

名古屋大須RC 4/15(刺春の家族小旅行の為、

4/18(II)妻籠宿散策

名古屋東山RC 4/15(木)6RC合|司例会の為、

4／12(月)東急ホテルにて

名古屋北RC 4/16(御、 1.D.M.の為、

4／15(木)か茂免にて17:30～

（麹雛二I淵）
名古屋港RC

家族旅行会の為、京都方面へ

名古屋和合RC 4/21(加春の家族会の為、
松楓|21にて

名古屋瑞穂RC 4/22体)春の家族会の為、

4/18(H)多度大社、六華苑、

なぱなの里

あまRC 4/26(H)創立30周年記念行事の

為、 4／29(木･祝)名鉄グラン
ドホテルにて14：30～

へ

家庭ゴミの処理を中心に、 ドイツのフライブルク市

(人口16万人）とバード・メルゲントハイム（1万5

千人）を見てきました。

家庭ゴミの分別処理は徹底しており、牛乳パックや

菓子容器などグリーン・マークのついているものは透

明の大きなビニール袋に入れて三週間に一回、指定の

場所に出します。これを業者が集め、 リサイクルしま

すが、その費用は消費者が品物を購入する価格に含ま

れています。また、ガラス瓶は茶、白、緑の容器に、

紙は普通の紙、厚紙、ボール箱等に分けて回収。家庭

の生ゴミは非常に少量で、小さな蓋付容器で二週に一

回集められ、これは工場でコンポストによって堆肥化

されます。

都市から少しはなれたゴミ処理場には、プラスチッ

ク、木、金属ガラス、電化製品などが集められ、そ

れぞれ再生工場へ。その他のゴミは最終の埋立地に運

ばれます。

ゴミ処理場の関係者の話では“ゴミ処理が徹底して

から、埋立てのゴミは以前の半分になった。ゴミの減

量は住民意識の問題”とのことでした。

名古屋市でも今真剣にゴミ問題に取り組んでいます。

名古屋が他のどの都市にも恥ずかしくないゴミ先進

都市としてゴミ処理が進むよう、企業の第一線に立つ

皆さまが模範となって行動して頂けたらと思っており

ます。

一

囮次回例会（4月6日）

講演“私の中の宇宙・宇宙の中の私”

元、名古屋市科学館天文主幹 山田卓氏

（紹介水野(宏)君）

※ドイツのゴミ事情をスライドにて映写、説明を交え

ながらご講演いただきました。

－3－
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タ シンガポールの

神秘性を味わいましょう
、

誤

く
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1999年6月13～16日 フイルバート・シン

（シンガポールRC)シンガポール国際見本市センター

1999年RI国際大会委員会委員
ロータリアン誌2月号より

ホスト組織委員会委員長

＞

記

一四一口＝二一口-9-』＝●一Fご-ー■~ウー△‐aー■一ターゲー"■■●一○q■■pーグーF＝~ｰウーヴーロー■＝●＝ヴーローg＝々＝■一四一

大会参加･荷のために、特別な樅し物がもう一一

つあります。それは、毎年6月に|州惟される「シ

ンガポール銭術祭」です。シンガポール裟術協

会i樅のこのイベントは北京中央バレエトtlや英

l'ilフィルハーモニー・オーケストラをはじめ、

･ll l:界各l lilから集まったアーティストたちの伝統

的そして現代的な止演を街のあちこちで観たり、

聴いたl)することができます。

ホスト細織委此会は、ほかにコンサー1､とカ

ーニバルの2つのｲj料イベントを主催します。

‐竜等 61112H(l)に、世界第一級の中
罰

j 融合による、ニュー・アジア苦楽を

罎鎧r鴛縦；猟噌饗
1．チェンによるピアノ協奏IIII 、イエロー・ リ

バー恥がJ急定されています。

6)116H(水)の夕べには、 シンガポール形式

のお別れ会に州待します。希望されるロータリ

アンはシンガポールのいろいろな料理と多様な

文化に蕪づいた余興を楽しむ祭りに参加するこ

とができます｡ここで､世界中から集まった人々

との触れ合いを楽しむことができます。

6)jに11t界中のロータリアンをお迎えできる

のを、 シンガポールのロータリアンは楽しみに

しています。 どうぞ、 シンガポールの神秘的雰

IJIIfi－そして壮大さを味わってください。そ

の神秘性が大会の後にも素晴らしい思い出とし

て生き続けるでしょう。 (RI擶定';d:il;)

ロータリー94年の朧史|:、初めて庭縢IMli'liシ

ンガポールでRIII:I際大会(6月13～16II)が

開催されることになりました。この亜要なイベ

ントを記念するために、私たち地元のロータリ

アンは皆様にささげるべく永遠のl1Wi)物を作り

上げました。それは、わがIEIの伝統的なシンポ

ルー、ラン蝋です。

シンガポール脚立公l刺委ji会は、 ロータリア

ンのために新しいランのIIIIII稲を交配・クローン

化したのです。いデンドロピューム・ ロータリ

一・インターナショナル帆と我付け

られました。開会式でレイシー会長

夫妻に贈られることになっています。

また、 このランはライオンとともに

シンガポールI:IJ際大会のロゴとして

使われています。シンガポールとい
輯『・

う名前はサンスクリット謡の「シ

急ンガプラ」すなわち、 ライオンの郁

市という意味に由来しています。

「友愛の家｣ではちょっと野性味に触れてい

ただくということで、ジュロン・バード・パー

クからエキゾチックな烏たち、 そしてシンガポ

ール動物園の協力で動物たちを陳列することに

なっています。オランウータン、チンパンジー、

ニシキヘピにも出合えるでしょう。

6月14日（月）には、 シンガポールとマレーシ

アのジョホール・バールのロータリアンがホス

トになってぃもてなしの夕べ帆で憐さんを歓迎

することになっています｡500人のロータリアン

がジョホール・バール海峡の側道を渡ってマレ

ーシアに入って来ます。これは、 1';I際親;*とア

ジアの伝統的な食事を楽しむ絶好の機会になる

はずです。
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