２０２０年１０月２日（金）２４５４回（１０月第１例会）

本日のプログラム
司会
・点鐘
・国歌
・ROTARY SONG
・食事・歓談
・ビジター紹介
・米山奨学金授与
・会長挨拶
・委員会報告
・卓話
・幹事報告
・点 鐘
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ニコボックス委員会

先週の記録
幹事報告
幹事
杤本 正樹君
◎10/2・10/23 は例会会場が「プラザホール」での開
催となり、ソーシャルディスタンス確保の為、最前
列を除いて椅子席のみでの対応となりますのでご了
解ください。
食事は弁当を用意しておりますので、5 階の「道風」
で例会の前後に召し上ってください。但し、食事会
場も三密回避の為それぞれ 1５名程度を限度でお願
いします。
◎9/18 日本のロータリー100 周年の記念切手が発
売されました。
◎屋嘉比良夫君より、ネームプレートボードにアル
ファベット別のフックが寄贈されました。
◎10/2 11：15～ 理事・役員会を開催します。議
案の提出は 9/28 までにお願いします。

例
会
予
定

10 月 9 日（金）

休会
（WFF 中止の為）

出席報告
会員 56 名
先々週の修正出席

10 月 12 日（月）
10 月 16 日（金）例会変更

ガバナー公式訪問
ホテルメルパルク名古屋

委員長
出席 36 名
出席 56 名
委員長

友松 英樹君
出席率 64.2%
出席率 100%
岡本

博貴君

○祝福の皆様、おめでとうございます。 和田 了司君
○疫病退散「アマビエ」の額をいただ
きました。
杤本 正樹君
○結婚記念ありがとう。
加藤久仁明君
○祝福を受ける喜びで
大原 泰昭君
○祝福ありがとうございます。
加藤 昭博君
○ご無沙汰しております。誕生日祝い
をありがとうございました。
屋嘉比良夫君
○2019 年、20 年度ガバナー特別賞を受
けた喜びで
北
健司君
○祝福の皆様おめでとうございます。
２名の卓話を楽しみに。
小川
長君
○祝！春日井応援券追加発行決定。
青山 博徳君
○夫人誕生を受けて
加藤
茂君
○もうじき次女に半年ぶりに会えます！ 山田
治君
○２名の卓話を楽しみに。
宅間 秀順君
○本日の卓話よろしくお願いします。 下別府正樹君
○下別府君、加藤君の卓話を楽しみにしております！
大西
信之君
小川 茂徳君
小柳出和文君
加藤
宗生君
川瀬 治通君
近藤 太門君
友松 英樹君
内藤 修久君
中川
健君
中澤
一君
成瀬 浩康君
西村 輝幸君
野間 峰彦君
長谷川智幸君
早川 八郎君
速水 敬志君
廣瀬 清司君
古屋 義夫君
松尾 隆徳君
水谷 高広君
森部 清孝君
○ご協力ありがとうございます。
ニコボックス委員会

10 月 23 日（金）

祝福
卓話 水谷 高広君
川瀬 治通君

10 月 30 日（金）

地区米山記念奨学委員
卓話 武山 卓史君

卓話

下別府正樹君
廃棄物から JIS 製品をつくる
南米チリ領にあるイースター島は、かつてとても栄
えた文明を持っており、多くのモアイ像を作ってい
ました。しかし、18 世紀頃にその文明も滅びること
になってしまいました。理由は諸説ありますが、そ
の一つに、モアイ像建造にあたり、森林の木々を伐
採したことがあげられます。木々の伐採により肥え
た土の養分は海へと流れ出して食物が育たなくなり、
人口増加も助長し、食糧不足による争いが起きるよ
うになってしまいました。本島から 2000ｋｍという
距離は当時の航海技術では安易なものではなく、移
住ができぬまま文明崩壊へと進んでしまいました。
イースター島を地球に例えると、地球に資源がなく
なってしまっては、近くに移住できる星はありませ
ん。限られた資源を大切にしなくてはなりません。
愛知県内の藤前干潟では、多くのごみが散乱してい
ます。地域の方やボランティアの方がごみ拾いを続
けていますが、一向にごみは減りません。そして、
ごみの多くはプラスチックです。世界でもプラスチ
ックごみ問題は大きな課題にもなっていますが、日
本でもレジ袋有料化や紙のストローなど、脱プラス
チックに向けた動きが加速しています。
私たちの会社では、そうしたプラチックごみのリサ
イクルに取り組んでいます。
プラスチックはもう一度プラスチック製品へとリサ
イクルすることも可能ですし、元来の油の状態に戻
すこともできます。また、化石燃料の代替として燃
料としてのリサイクルが、近年注目度をあげていま
す。
弊社では、燃料として使用できる RPF 品というリサ
イクル工業燃料品を製造し、市内の王子製紙春日井
工場様をはじめとする、全国の製紙メーカー様やセ
メントメーカー様に出荷しています。しかしながら、
工業燃料といえども廃棄物を主原料としているため、
廃棄物の焼却と同じではないのかという意見も多く
聞かれました。そこで、2014 年から JIS（日本工業
規格）の取得に挑戦し、2018 年に東海 4 県（愛知・
岐阜・三重・静岡）では初となる JIS 認定工場とな
ることができました。廃棄物処理業に製造業のノウ
ハウを取り込み、安心安全なリサイクル工業燃料を
製造しています。
今後は、春日井市内の一般家庭から排出されるプラ
スチックごみを、我々でリサイクルし、市内の王子
製紙様に使用していただく「廃棄物の地産地消」を
目指します。
そして、最後になりますが、弊社は今年創業 50 周年
をむかえることができました。お取引企業様をはじ
め、地域の方々や弊社の業務に携わって頂いた多く
の方々のご指導、ご鞭撻の賜物と厚く感謝申し上げ
ます。

卓話

加藤 昭博君
自己紹介
皆様、こんにちは。本年 7 月より伝統ある春日井ロ
ータリークラブに入会させていただきました東濃信
用金庫鷹来支店の加藤昭博と申します。
和田会長のもと、
「今・必要な良いことをしよう。み
んなで」を意識して、春日井ロータリークラブのメ
ンバーとして恥じぬように活動してまいりますので、
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
まず私の紹介をさせていただきます。
昭和 42 年岐阜県土岐市妻木町に生まれました。妻木
町は現在、ＮＨＫ大河ドラマの「麒麟がくる」の中
に、光秀の正室熙子は、美濃の豪族・妻木氏の娘。
明智氏と妻木氏は、光秀の父の代から交流する間柄
としています。妻木氏は土岐氏にルーツを持つ一族
であり、私の生まれた妻木町には妻木城跡があり、
小学生のころよく城山を登ったものです。
趣味はゴルフと御朱印帳を持って神社仏閣へ出かけ
ること。あと占いで六星占術も好きです。
小学校では「水泳クラブ」に所属、中学校では「バ
レーボール部」、高校では「ラグビー部」に所属し、
スポーツ大好きな学生でした。趣味であるゴルフは、
中学時代に野球ではなく、近所の山の上にある野球
グランドに穴を掘り、9 ホールを設定して仲間と土の
上でゴルフの真似事から始まりました。現在はレイ
クグリーンＧＣ・瑞浪高原ＧＣのメンバーで目指せ
シングルという気持ちはあるも目標達成に近づいて
いきません。
さて、高校を卒業して東濃信用金庫に入庫した私で
すが、1 年目から試練のスタートです。
当時、一番怖いＫ支店長のもとに配属になったので
す。18 歳でしたのでＫ支店長からは、名前で呼んで
もらえませんでした。
「おい、ぼー」とか 1 学年先輩
もいましたので 2 人揃うと「ぼーんたらー」と言わ
れており、呼び捨てでも「加藤」と呼んでもらった
時は嬉しかったものです。さらに忘れられないのは、
「お前は高卒で頭悪いから勉強しろよ！毎日新聞読
め！」といつも言われ、毎朝の会議ではＫ支店長が
「みんなわかったか？」みんなが「はい」と返事す
ると「おい加藤、わかったならもう一度言ってみろ」
「お前がわかればみんなわっとるわ！」といつも名
指しであたるので、会議も緊張感で大変なものでし
た。Ｋ支店長は毎朝ホットミルクを女子職員に作ら
せ「熱すぎる」だの「ぬるすぎる」だの注文をつけ、
飲み終わったあとは、裏で能の「高砂や」と歌い始
めるのが日課でした。2 年半一緒に仕事をしたことで、
その後どの店へ転勤しても怖いものなしで仕事がで
きました。現在ならハラスメントのオンパレードで
すが厳しく指導していただいたおかげで、今がある
と思います。でもその頃にはもう戻りたくありませ
ん。Ｋ支店長はご健在で今も顔をあわせると緊張し
ます。

その後も東濃信用金庫の歴代名物パワハラ支店長に
3 人もめぐり逢い、同僚からは「大変やね」
「頑張っ
てね」とよく慰めてもらい「やめさせてもらいます」
と言ったのもこのころです。振り返れば自分が成長
できたのもこのころの学んだことが生きています。
今は、支店長という立場ですので、自分が嫌な思い
をしたことは、部下にはしないように心掛けて仕事
してます。
36 歳で多治見青年会議所に入会し 4 年間ではありま
すが、ＪＣマンとして活動したことも自分の成長に
つながり、今回も伝統ある春日井ロータリークラブ
に入会させていただき、さらに視野が広がり人間と
して成長できるように一生懸命やりたいと思います。
最後に好きな六星占術を紹介します。運勢は 12 年周
期でめぐってきます。種子⇒緑生⇒立花の順に大殺
界である陰影⇒停止⇒減退までを繰り返します。自
分が生まれた年の干支が「停止」に当たる人は「霊
合星人」と言い、普通の人が 12 年周期でサイクルす
るのに対して、霊合星人は「3 年間幸運期⇒1 年間悪
運期⇒1 年間最高＆最悪の運気⇒1 年間最悪の運気」
という 6 年周期でサイクルします。自分自身の過去
を振り返ると苦労した年（名物支店長に仕えた時期）
は、必ず大殺界・種子・再会に当てはまります。大
殺界（陰影・停止・減退）は運気が下がる期間で、
種子はこの時期に知り合った人は、将来大事な人に
なり、再会は人との出会いに幸運のカギがある時期
で、当たってると思います。
占術はビジネスへの応用もできます。六星占術は当
たることが多いため、占い結果を元に、将来ではな
く、まずは過去を振り返って検証してみることが重
要です。自分自身の将来を知れば、全く知らずに人
生計画を立てるよりは、もっと上手な人生計画が立
てらえるようになると思います。また、会社の生年
月日である、登記日を知れば、会社自身が持ってい
る運命リズムもわかるようになります。信じる信じ
ないは占いですので興味のある方は、スマートホン
で生年月日を入力すれば運勢が出てきますのでご覧
ください。
以上で、私の卓話を終了させていただきます。
今後とも、ご指導・ご鞭撻の程よろしくお願いいた
します。
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今週の MENU
【洋食、持ち帰りお弁当】
★オードブル付き
特製ハンバーグ２段弁当
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