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第36回例会昭和58年4月26日（火）晴
~

◇“奉仕の理想”

◇出席報告

&i.i 47fi llll,'ir 36名

IIIIIIi『率76.60%

◇前回 4ノ119I I (修.正川職率)97.87%

makeup

i'ill lハ. (4/20ﾄllfF), 鵬水菰(423守i ll),加

藤(M()11･(4/14*IW),1!1合71.(4/233: 1 1 1),久

保IIIIW(4/22港),水野(賀)/1.(4/25空港), J<

芥ハ(4/20ﾄl lf,), ldifl li (4/18空港),鈴木

(｢I){l.(4/201:l lfi),鈴木(M)7:(4/22港),都

蕊ハ．(4/22港), M!",1II(4/16.,j: I I I), l l l村ｶ]-(4

／23,] l l l)

◇ビジター紹介5借

◇ニコボックス

#(RCI,ﾄ{ド ("11無沙汰しました), ',''1:1蝋荊

（水I I 1 li,;ﾙさせて砿きます),菊池漁' (4ﾉjゴ

ルフ公優勝しました)，郁築隙(宗一ムクラブ

述統欠1A『失礼しました), iIII合利（夫人誕ﾉ1

Md), ldl卿ハ･(夫人誕ﾉIM),竹内｛l･(誕生祝)．

、f灘ｲI(ﾉく人拠ﾉI祝),和ll.1"(誕生祝),秋III

I;･(誕，k祝)｡ 'i.Ylji(/l. (誕生祝),黒野荊(結僻

‘記念祝), :IIWmli･(紬蛎,把念祝),斉藤漁(結嬬

1泄念祝), )J!i:I:.(紬幡1泄念祝), 1 1 1#､l･轍(結嬬

！氾念祝）

◇三輪副幹事報告

1. 4､l l例会終j/if. ]'11 ･蔑公を1『いますので

ﾉﾄｲ｢・次ｲ|煙の｣'1! .j;:役風の方々は2F橘の

llliにおりきり ｜､､さい。

2． 次| ' ' liy'l"(5113I I )は法定休l lのため

休会となります。
◇古川副会長挨拶

ノドから30f｢|jij, li{{,fⅡ28ｲ↑､のlllilll:をふり返っ

てみますと, 'ill l i'1和が衆調塊予算委興会で；|:
公党U)I几i｛:､i栄一･の仙側な衝間に対し「バカヤ

ロー」と雛！ ;・をぱいて,f7111内閣不信任案が｢'1

決さイ1，たｲj尚なバカヤロー解般があります‐

また, 1ill li'1.l:I 1の私設特使として渡米した池l.l1
リ]人|'I I I I党政洲全長はワシントンでロバート

ソンアメリカ'1《|勝次'1斗袖と日本の目術力漸増

についての公,淡一池l ll ･ロバートソン公談一
で急激な蝋強は/仮!j能であることをアメリカ

i11ﾘ嘘j'解したという典同声明を発表しまし
た‐

流汀紬･としては， 7ノ1161 1 ミスユニバース

コンテストでl l水代表の伊藤絹子が第3位に

M'I. 災人の条件が「八頭身」という言葉で

"1j･りました。 タレントのトニー谷による

「さいざんす」 ， 「パッカじゃなかろうか」，
私鉄総辿の瞳|げ災求の|'＄に使われた「プラ

スアルファ･」，又フフ･ツション界にはクリス

チ･I'ン・ディオール旋風がまき起こりまし

た。 ヒット峡lll1iとしては「来京物語」， 「雨

ノl物‘紬， 「州突のみえる場所」 ， 「紫じら

;iLた遊び」（仏), 「ライムライト」(米), 「終

イ!'i駅」 （米)などがあります｡ 1 1本の今のli#lll:

と3(){Mijのこの噸がよく似ていると感じ恐い

つくままお活ししました。

◇講演

“産業廃棄物処理について”

会風笹野義春ハ・

廃莱物ほ， －一般的

にば‐不'災のものと

して棄てらオLるも

の」をﾙﾔして総称さ

れてい路． ．隣が脈Iで
", IIH,FI130ｲﾄ代から

40ｲ『~代にかけて, |l<|

14/|{i,liのl'' 'l lも嘘とｲ;l.l

まって, lだ莱物のI11:的峨人，質的多様化，特
に1噸婚,1i動のj雌鵬は膨大な廃棄物を発生さ

せ，併地に於いて公′‘』;が充ﾉ|蔦，環境汚染を拙
いたため，公IIflりj止，聡境雌全のための法『|上
が多数制定された､

へ

－1－



その俊もしばしば法i＃や袋Iﾀ'lが改IIされ公

'I I;:法としての判例も出るなどして泓制f壁ぱ箸

しく発展してきた‐

そこで廃棄物処FI!法( lillfl l45{|;1211 ililliii)

は廃棄物を通,[に処即し、 ′|柵雌境奄, 'j潔に
することにより生活雌境の保企及び、公衆術

/|fのl'' '1 1＄を図ることをI=|的としている．

さらに廃棄物は，人の| |鮒ﾉ〃1吋から排川さ

れるごみや， し14と及び'〃業柄助から'|:ずるも

のであっても環境汚染|皇の問題がなく~ 般

的にば'l'. 111l.村･の処琿能力をもって対処するこ

とが'1能なものを・般廃棄物とし． ’)『龍活動

から'|するI捲棄物であって, I 11:的，衝的に環

境汚染の原閃となりうるも(J)を雌雌'だ乗物と
している

I》i'』雌聡索物!よ’法i ltに定ぬる6ルロと敗令に

htb/)る13W,計19繩揃の'だ蛎物である、

こうした雌兆l搭乗物の処.l'|!は， ’伽業茜|'|身

によることが羨務づけられているが. .If堆者

''1斗処蝿が|ｲ1雑な場合に於いて. !;'I& ' 'J (雌業

'だ棄物の収集迎搬，又は処分ﾉｬ雌としてi l･お

うとする者は，その紫をij･おうとするIX域奉

欄職する部逆府ﾘ!"I!f、政f了III~にあ＝〉てよIIj

12(')! ;'|: !II)を受Iナた処即龍伸こ鑑I花すること

が川>|たる

ll{{{;| 155イド度/|<で・愛知I!L! I'|: ' II)j (",1ilf' lj'iZ

除く) I I:1.213難背, fl 1111f1 11, i,| : ' 1l))"560X

,垪である

その処皿堆省の,γ|: 'I内'がは, IIX災迎慨' | '

| 111処皿雌終処〃又!まこれらをI)i:介した;'|1j

I-な‐〉ている

しかし. /tl11的にみてもﾉ<､|‘が収嘘迩概難

行であり．処踊施設の設備f1i")州ﾉ<、 処が地

確保U)IN'雛性から, ' I I III1処側1災と』2終処が腱

荷がｲ時体の約2諺に過ぎなI. ､U)"1)』状であ
る

協も｜;'|:さなかった。

lイl;'|fのシーズンオフ？砿は雨のI IもI鯏の

｜も ． '･Iとして休むことなくゴムをリ|いた。

2ｲﾄﾉkU)彼は強かった。私もf'[けなかった

し，砿もｲ1.の練洲‘;|･凹を元金にii'i化していっ

た《》 イ別l<l il.lj校水泳入会1,500ﾉ〃|' l l l l形で彼は

' lt々と6位に入蛍した。
3ｲM1にil!'il人メドレーに'lifli!jした彼はllll!i lll

棚'|ﾘl!i, !録潅鰄縮し, xII荷らしい成紙を残して

いつナ・

しかし、企1 11高校水泳大会2jmil1前の肢の

線iI1のなかに、私は彼の慢心をみた私は激

怒し、彼をｲ<からあげ，なぐりとばした即

刻， 金沢に＃,i}るように叩し波した 15蛾の少

イドが3ｲ|;''1のIFキしい練秤と，祝ﾉ直を離れた淋

しさ．悲しさにIⅢえ，ようやく|場)上を兄いlll

した彼で1よあったが私は,;'l:さなかった“ ~修・

は洲,}'燈してからも私に叱りつづけられた。で

も||誓 ~は金沢へAI}らなかった。私はこのIIIf,

修はll#ったと思った。真里のl'j空にスーと

唯ぴIIIして↑j･くような勝利だった私は勝っ

た ｜| ｜ドも勝った．本心，負けても充分だっ
た ‘ ;.撫で炎わすことのできない努ﾉjオ･典に

した ilkがI Ij作の1ページを4く泳に燃やし続

けたなら． ‐〃私ば教師としての,'i作時代U）

3ｲ|1111．余ﾉJを似nすることができたn 3戯

の娘がﾉ<‘,j』:ﾉkになり/|~:れたぱかりの腿ﾘ)が,1.1j

枚2ｲ|ソ|《になった。彼らの心の' | 'に』il'i杯

努ﾉJしていった修一 ･の1ii影はii'jえない。

◇第6回ゴルフ会成績(4/20,"1 1 1 1:CCにて）

R NAME O I GHcpNET

優勝菊池 II約じ 45 46 91 17 74
2位 ′仇: lli( "' . i:彦44 52 96 18 78

3位イ<野礎裁46 43 89 10 79
4位パホ i'j《一47 50 97 16 81

5位磯1,11 敬二45 47 92 10 82
B.B斫災 蚊56 55 111 25 86

（参"l lff1Ofl)

◇例会変更のお知らせ

511 121 1 (1<)f, 1 ,催東IIIRC｡ ll側｣ル|ﾀll灸の

ため，プリンセスガーデンホ

テルにて午徒511ｷより

511 19I I ( ｲく)"1 1 1嬢束IWRC｡職崎"'l公U）

ため． 街III膿球l易l -て. 'I･"

511＄より

511 19I (4<) ", II雌瑞穂RC｡ il(I !II"1会の

ため, ", 'i雌祁ホテル(-て．

′'2後611If

◇次回例会（5ノ13I I)

法定|,|《| |のたy)例会はございません

◇次々回例会（5月10II)

1li! ;IIi "イド企制歴について”

fli鈴木 猛 イW

1li,;,1i @.う。ロポーションアカデミー”

全u杉山貞男 71‐

－

“ある若者の青春”

fil 菅原宣彦ハ

｜ |｜卜・修一． （早稲ll i

・イi川・ ノ<純小数）

it l{{|:1 142{lfl lj' | ''､j:'

ｲ<泳ぺ会. 1.500ﾉ〃

l.l 1 1 1形でI Iイミ'l'y:Wf

'''!録を樹'7:した優駿

である

緑あって私の''''七

一

~､"h今際
に'lj:1i"iし, l l水をU指すilkl - I1{{II I34i l;、 東

川尚校水泳祁の朧'l:fに枕｛rした仙､t,それま

でのすべてのｲく泳に対するfll,被オ彼U)なかに

|IM佗させるべく全ﾉJをl･1-ち込んだ l 1 l . 1

11の純illは稚IT了で衣ｵ〕すことのできない朧,'j:

門併で15鮫の少年にとって水､'i(/)スホーツの味

かいがあったかどうか駈間であった 1年にI

に件ﾉ〈公で打ちのめされた彼にIM､ 141 1朕の妥

－2－


