
第 2744回例会

《司 会 》

《含 嘔 》

《BGM》

《ゲスト》

くビジター》

《ホ日のお祝い》

お誕生曰

なし

《生手ガバナーエレクトご挨移要旨》

出するのは大変になって来ます、そこで分区で支えれば分区内
の親睦や、絆も深まり地区の活性化につながリー石二鳥になる
とおもいます.是非皆様のご協力をお願い致します。
第 4分区内は地区大会、全員登録で そして又 大会運営に

もご協力をお願いまします。来年は,ウ,財団 100周年です財団
寄付もよろしくお願いします。ソルの,―タリーの世界大会は来年 5
月 28日 ～6月 1日 までです皆でソウルに行きましょう、12月 15

日まで登録料が $310ですその後は高くなります、ツクルの次の世
界大会はアメ

'力

のアレンタです、これも予定にいれてください。

く会長揆拶要旨》

佐襦 機 会長代行

お酒の主体であるアルコルは適当であれば健康に良く、心理的に

も好影響を与える良薬としての一面がありますが、多■の飲酒

は脳内の神経細胞に作用して機能低下をきたし 呼吸停止から

死亡に至る場合も起こりえます。長期間にわたる飲酒は肝臓の

ガバナーエレク ト

次期地区幹事

(富士山吉原RC)

結婚記念曰

12月 11日 伊藤 洋一郎 君

早いもので指名されてから1年

8ヶ 月になりました。

先日の甲府での地区大会でも地

域の 9タラフが,ホストとして参力,して

大会が大変盛況な地区大会になり

ました、2620地区は40名 以下の

クラフが 51タ ラフもあります今後少

ない会員数のタラフからカハナーを排
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不可逆性の変化となつてしまいます。アルコルには、ある程度の飲

酒量までには血管拡張作用や利尿作用がありますので・お酒"

を飲むときには水分補給が必要となります。探酔いを防ぐため

にも水を補給しながらお酒を戴くことをお拗めします。

`お酒'を禁上している宗教はイスラム教、
`ン

スー教、一部のキ
'スト教などがありますが米国でも1920年から1933年 まで憲法を改

正してまでお酒の製造、販売 運搬が禁止されていました。フ

,テスタント派の禁酒運動とアル
…

依存症の弊害が知られるようにな

つた事と丁度敵国となりつつあった最大のヒ・,産出国のヽイツに

対する反発が誘因ともいわれていますが、当時のウイルソン大統領は

拒否権を発動したのにも関わらず議会が再可決したのが禁酒法

でした。さすがにこの悪法は 成立後 10年 10か月 19日 7時間

32分 00秒で廃止されて 20世紀の最大悪法と言われたとのこと

です。

近々選挙権が 18歳からとなるようですが、お酒は未だ 20歳

のようです。こちらはどうなるのでしょうか?

また、なぜ 20歳 と決まったのでしょうか ?
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「識等の生葉」

mariah carey  「merry OhristmasJ

細胞に負担を与えて、中性脂肪

の過剰な合成から脂肪肝となり

アル,―ル肝炎肝硬変 肝臓がんとい

う経過に槃がることもあります

が 脂肪肝の段階までですと十

分に正常化する0が期待できま

すが 肝硬変にまで進行すると

このルトワルという社名ですが

これはフランス語の造語で「あの星」

という言葉でしてこの美しい星

地球を少しても存続させたいと

いう思いを込めました。もう少

し前の私から振 り返 ります と

短大卒業後ルt静岡の制作報道

「マイしずおかJの′イムギ ―兼アシスタ部に入社 しま した。そこでは

ントティレクタに配属 されま した.

毎日毎日ティレクター4人 と半人前の私の 5人で企画を立ててい



たのですがネタ探しに追われ皆苦しんでいました。あるとき一人

のティレクターがいい案が浮かんだと 2人の面白くて地元で人気の

発生を見つけたからこれていこう。これが今でも続いているテレ

t静岡の長寿番組 「ルと寺子屋」の●.Nま りでした。小学校の体

育館へ行き先生に自分で決めたテマてお話をしていただき、聞い

ているお母さんたちの顔を別のカメラで写すというスタィルです。1回

目から大反響で あちこちの小学校や公民館 PTAから来では

しいとの声が殺到したのを覚えています。テレヒ静岡の 5年間で

私は出動すると新聞4紙を隅から隅まで読むという習債がつい

ていました。結婚して家庭に入つても常に読み世間にアンテナをた

てるということを続けていたような気がします.

15年 ほど前のことです。新聞紙上やニュスで取り上げられてい

た社会問題は 産業廃棄物の不法投棄という問題でした。世の

中はまさに大i生産、大■消費、大量廃来の時へでしたが、静

岡県は富士山を抱え環境を意織し新たな処分場は作らないとい

う方針でした。私は静岡県のコミをそのままタンフカーで愛知県

二重県に捨てにいっている状態はおかしいと思いました。少し

ても廃棄物の■を減らして他県にお世話にならないようにすれ

ばと  そのことに意義を感じ 陥 環型社会の小さくても核に

なりたい」という大きな志で小さな会社を立ち上げました。そ

れがわゆ¨です。

始めの 3年間は本当に苦しみました.で も私は常に「混ぜれ

ば,ヽ 分ければ資源ですJと まず啓豪活動だと思い頑動 まし

た.3年 目を迎える頃ですか 少しずつ同じ料金ならネットワルさ

んに協力するよという会社が増えていきました。

この間、会社も社員も努力し金がかからないことでよいと思

ったことは,でも ラヽイしていました。このころ大企業向けの世界

基準 ISOが作られましたが それに代わる環境省が中小企業向

け工,アクン
=ン

の認証を作りました。これならお金をかけず自分たち

が勉強することによりとれるかもしれない。一人の社員が言い

出し、皆で必死に努力しチャレンシ・ しました.そ して県内でしフタ

■フに入る段階での速さで取得することができました。エコアクシ
=

ンは一度認証を受けても2年後に更新審査があります。この更新

が大変で常に新たな環境経営につながる課題を自ら見つけ、設

定しなければなりません。自ら見つけた課題を設定し道筋をた

て検証し解決に導くという件業して初めて更新されます。

この認証つ エコアクションをいれた名刺をもって営業にいつたとき

のことです。大きな部品メカにお邪魔したときその会社の名物

会長が私の話を聞いてくれた後、環境部長を呼んで私の名刺を

みせ右上隅にのせてある‐クの下の小さな 0000493と いう数字

をよみ どういう意味がわかるか?と 質 F・3しました。こんなに

小さな数字の段階で認証取得をしたということは、環先に真剣

に向き合っている証拠だといってくださいました。それには私

もびつくりして、褒められて嬉 しかったのですが、名物会長は

人と目をつける場所も違うのだなと感心してしましました.

袋井の私の工場は廃楽物のステーカン、フラットフォユだと思つていま

す。色々な廃栞物を排出事業所でできる限り自ら分男1し てもら

います.そ して当工場で,,の 目を持つて再分別します。その後

もう一度最後の働きができるように見合ったところへ回してい

きます。それはある意味で目利きの仕事になります.そ の目を

表 うために皆それぞれ努力しています.そのおかげで当工場か

ら埋め立て処分所べいく廃楽物はほとんどありません。

今改めて思うことは私が頑張ってこれたこと 会社が継続で

きたことは 全で私についてきてくれた社員の頑張りのおかげ

だと思つています。そのおかげで今期過去最高の売り上げを達

成でき、やっと人並みのホ■スを支給できるようになつたのが今

の私の最高の喜びです.

でも ひとつだけ心残りがあります。私の大好きな父です.

いつも私の行動を理解し、応援してくれ物心両面から支えてく

れました。父は長い間静岡市議だったので市政から、私はとシ

ネスから社会貢献をしたいという目的が一緒だったので常に二人

三脚で歩んでいました。その大好きで最も尊敬している父が昨

年突然の病で亡くなりました。本当はその父に今の私と会社を

みてもらい、少しは安心させたかったと残念でなりません。で

も父は,期まで、いつどこにいても前向きに生きるということ

を示してくれました。父がいつも私に言つていた「忘已利他J

の精神で今後も頑張つて父に恥ずかしくない生き方をしていこ

うと思つています。

本日はご清聴いただきました、ありがとうございました。

《スマイル颯告》

伊藤洋一食

`君

  結婚記念日のお祝いありがとうございます.

中島みゆきはメン・ャ■
・と` ―前、中島美雪の名前

て歌つていたと昨夜知りました.私は結婚して
「山辺Jの姓を伊藤に変えました。それから少

しだけ運が向いてきました。それだけでも結婚

は悪くないなと思います。

氣谷雄太HF・ 君  先日の「あすなろ会」コ・ルフコン̂で 3桁 をたた

いたのですがハンティキャッフが乗 り優勝させてい

ただきました。このス
'ア

が営業成績だつたらど

んなにいいのにと思います。次回は3月 15日

に決まりましたのでなつてご参加ください。

鈴木 寿人 君  先週のワインの会に参力1さ せていただきありが

とうございました。神野さんそして,インを提供

いただきました大角さん皆様に感謝 してスマイル

します.

相原 雄治 君  先日の「くろ表フイン会Jと ても楽しめました。

せいろ 7杯はさすがに翌日まで満肢感が残 り

ました。神野さん大角さんありがとうございま

した。

大村 幸代 君  「くろ麦で,イン」最高でした。大角さんに感謝

申し上げます。次回の「ワインの会」も楽しみで

す。まだ参加したことのないみなさ―ん ,次回

はぜひご一緒に。

川口 尚宣 君  先週のフイン会ではくろ表にて美味しいお料理と

美味しいフインで楽しいひと時を過ごすことがで

きました。リティンタしていただいた神野会員と

,インをご手配いただいた大角会員に感策致しま

す。次回も必ず参加したいです。

高石 優子 君  先日のフイン会がとても楽しく美味しかつたの

でスマイルします。,インはもちろんお食事もとでも

美味しかったので最後のせいろが二枚 しか食
べられなくて残念でした。伊藤先生素敵なお花

ありがとうございました。

《出席颯告》

《クラノ会燎′ヽ ―プからの連議事項》

タラ′会議グループリーダー 鈴木 寿人

会報 14・成について「卓話原稿が無い場合は写真 画像データなど工

夫 して 原稿起こしの作業無しに会報作成作業を効率化する」こと

を 9月 3日 の理事会にてご承認いただきました.ご理解ご協力よ

ろしくお願いまします。

く会薇奮産 長口きみの>

会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率
12/10 54(50)

12/3 54(48) 39 9

11/26 54(50) 35 10 5 90 0%


