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 WELCOME  会長エレクト 四方 信次 

本村 信人 様 リサイクルファクトリー㈱ 千歳事業所 所長 

橘   功記 様 RI第 2510地区 北広島 RC 幹事 

 

 会長あいさつ   会長 関根 悟 

本日は、社会奉仕委員会の例会です。リサイクルファク

トリーの本村さんに講師で卓話をいただきます。宜しくお

願い致します。 

８月 30 日が休会でしたので久々の例会となります。先

週は、台風の被害もすさまじく北海道にも何十年ぶりか

に上陸し被害も出ています。農作物などの影響もかなり

ダメージをおっています。先日、千歳神社まつりも終わり

いよいよ秋の季節に入りますが、これから事業が目白押

しです。どうかメンバーのみなさんのお力添えお願いたしま

す。本日の例会お願い申し上げます。 

 

 ビジターご挨拶   

北広島ロータリークラブ 幹事 橘 功記 様 

北広島ロータリークラブ幹事 

橘様よりご挨拶を頂戴しま

した。当クラブご訪問は久

方ぶりとのこと。北広島ロー

タリークラブが 10 月に実施

するチャリティフリーマーケット

事業についてご説明され、

物品の提供協力を当クラブ会員に呼びかけられました。 

 

 幹事報告  幹事 菅原 百合子 

 第 2510 地区「ロータリーわくわく森の親子キャンプ」

（8 月 7～8 日開催）終了報告と協力に対するお

礼状が届いています。関根会長、田口会員、岩室

会員が支援のため参加されました。 

 秋の交通安全運動「セーフティコール」 

※メークアップ対象事業 

○ 日時：9月 26日（月）15:00 

○ 集合場所：北ガス文化ホール駐車場（市民文化

センター） 

○ 服装：クラブジャンパー着用 

○ その他：雨天の場合は中止 

 米山梅吉記念館から 

○ 館報 秋号 

○ 秋季例祭のご案内 

9月 24日（土）14:00米山梅吉記念館ホール 

 

 各委員会連絡・報告   

親睦活動委員会 委員長 大下 和志 

9 月 20 日親睦夜間例会は「新会

員歓迎」となっております。本日入会

された櫻井さんを歓迎する親睦例会

です。出欠確認の名簿を回覧します

のでご記入を宜しくお願いします。多

くのご参加を宜しくお願いします。 

 

例会出席状況（2016 年 9 月 6 日） 

会員数 41名 

会員出席者数 26名 

欠席者数（内：無断欠席）  13（2）名 

出席率 63.41 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  1名 

出席者数総計  27名 

 
前回例会 確定出席率（2016 年 8 月 23 日） 

確定出席率（MU 含む） 70.00 ％ 
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広報委員会 委員長 山口 康弘 

先回例会でもご案内しており

ますが、読み終えた「ロータリー

の友」を頂戴いただける方を確

認させていただいております。ま

た、回収箱を受付にご用意し

ましたのでご協力いただける方

はこちらにお入れください。ご協力宜しくお願いします。 

 

 入会式  進行：幹事 菅原 百合子 

岩室秀典 会員のご紹介を受け櫻井靖浩さんの入会

式を行いました。関根会長からロータリーバッジが贈られ

ました。今後のご活躍を期待しています。 

 

新会員 櫻井 靖浩 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 副委員長 髙木 昌人 

ビジターの橘 功記様（北広島 RC）はじめ皆様のご協

力有難うございました(^^)/ 

 

 本日の例会プログラム  

通常夜間例会 

「卓話 エコキャップリサイクル よもやま話」 

講師 リサイクルファクトリー㈱ 

千歳事業所 所長 本村信人 様 

担当 社会奉仕委員会 委員長 福島 力 

本日は社会奉仕委員会担

当例会です。エコキャップにつ

いて、本村様より卓話を頂

戴します。 

 

 

リサイクルファクトリー㈱ 千歳事業所  

所長 本村 信人 様 

本日は、こちらのクラブでエコキャップ運動をされているとい

うことでそれに関わる話をさせて頂くために参りました。 

エコキャップということで、当社でプラスチックをどのようにリ

サイクルしているかを説明させていただきたいと思います。

ビデオを見ながら説明させていただきます。 

── 説明ビデオを鑑賞 

昔は、プラスチックはどんなものでも中国が引き取って生

産していたのですが、今はすっかり堕ちてしまってきれいな

もの、優れたもの、きちんと種類が分けられたものでなけ

れば中国でも引き取ってくれません。精度を高めることで

自分達でもあのようなペレットにすることが出来ますし、国

内の再生プラスチック原料を作っているところに綺麗にし

たプラスチックを売却するといった仕事の流れになってきて

おります。 

エコキャップの話をさせていただきたいと思います。そもそも

プラスチックということで、改めてプラスチックを考えてみると

私達の周りはプラスチック製品で埋め尽くされていると言

っても過言ではないと思います。千歳に関係の深いボー

イング 787 もプラスチックで出来ています。昔は鉄ででき

ていたと思いますが、最新の 787 は半分以上プラスチッ

クで出来ています。炭素繊維とプラスチック繊維で機体

が出来ており、鉄で作るよりも軽くなりますから航続距離

本日のニコニコ BOX 合計額 9,000円 

今年度 累計額 168,000円 
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が伸び燃費も良くなります。もう一つ良いことは、鉄では

湿度を上げると水がついて機体が腐食するので乾燥させ

ていました。今は快適に居住性を高めた状態で皆様を

輸送しています。プラスチックが航空関係にも一役買って

います。プラスチックの語源はギリシャ語からきています。プ

ラスティコス（塑造の）ということで、柔らかいものから形

を作るというような意味合いです。英語のプラスチックとい

うのは形作るという形容詞です。日本語でも可塑性とい

うことで、柔らかいものに力を加えてある形を作る、尚且

つ力が加わる状態が外れてもその形を保つことが出来る。

そういうような性質を持ったものがプラスチックという意味

合いで使われています。プラスチックにはいろいろな種類 

があります。ペットボトルのペットとはいったい何でしょうか。

プラスチックの種類はポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチ

レン、ポリエチレンテレフタレートとあります。このポリエチレ

ンテレフタレートが正式な名前です。糸にしてフリースなど

化学繊維の原料になったり、フィルムなどの包装材に良く

使われます。ペットボトルは繊維や包装材の仲間と理解

してもらえればと思います。 

エコキャップ運動がどういったことから始まったかご存知でし

ょうか。エコキャップリサイクル協会の話が始まったのは、神

奈川県の女子高生が始めたという事です。ボランティアで

ペットボトル回収などをしていて、キャップがたくさん捨てら

れていてもったいないので何とかならないかということで、そ

の話を聞いた大人の方々がリングプル同様に集めてみよ

うかと協会を作り、そこからエコキャップ運動が始まりました。

キャップはペットではなくポリプロピレンや PE で作られてい

ます。キャップを集めて粉砕し特殊な材料に加工します。 

2005 年に始まった運動ですが、2010 年以降はキャッ

プが 2 億個、お金が 1 億円ぐらい集まるようになって、い

ざこざも起きました。小さな運動が毎年 1 億円を稼ぎ出

すような運動に成長したことは、凄い事だと思いました。

最後になりますけれども、ボランティアの精神を書いた「ハ

チドリの物語」を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれ

ません。南米エクアドルの小さなハチドリの話です。大きな

山火事が起こり、動物たちが我先にと逃げていく中、小さ

なハチドリが水をすくって一生懸命火事にかけていました。

山火事が消えることは無く、そんなことをしてどうするのだと

言った動物達に対して、ハチドリが言った言葉は「私は私

に出来る事をしているだけ」。まさしくボランティア精神を

説いたエピソードだと思います。以上を持ちまして、エコキ

ャップよもやま話をさせていただきました。拙い話で申し訳

ありませんでした。有難うございました。 

 

 記念品贈呈  会長 関根 悟 

本日はお忙しい中、卓話をいただき有難うございました。

一刻も早く入会をしていただけるよう期待しております。

片足は入っていると思いますが、両足どっぷりと浸かってい

ただいて今度はメンバ

ーとして卓話をしていた

だければと思います。本

日は有難うございまし

た。 

 

 

 次回例会案内  

プログラム委員会 委員長 笹谷 俊尚 

次回は、9 月 13 日（火）通常例会「卓話 交換留学

生の現況と今後について」。講師は恵庭ロータリークラブ

副会長 斉藤茂生様です。担当は青少年奉仕、ロータ

ーアクト委員会。開会点鐘 12時 30分、定例会場。 

 

 SCHEDULE  

 

9
月 

基本的教育と識字率向上月間 ■秋の交通安全運動「セーフ
ティコール」 ■千歳中央 LC 創立記念例会（会長、幹事） 

13 日 
通常例会「卓話 交換留学生の現況と今後について」  
講師/恵庭 RC 副会長 斉藤茂生様 [担当/青少年
奉仕・ローターアクト委員会(委員長 高塚信和) 

20 日 
親睦夜間例会 「新会員歓迎会」 
[担当/親睦活動委員会(委員長 大下和志)] 

26 日 
秋の交通安全運動「セーフティコール」 
集合/北ガス文化センター駐車場 午後 3 時 
※MU 対象事業 

27 日 

第 10 回理事会 AM11:00 事務局 

通常例会「職業奉仕とは何か」 
[担当/職業奉仕委員会(委員長 今井章夫)] 

千歳 RAC 定例会「スポーツ交流会」（スポーツセンター） 

10
月 

経済と地域社会の発展月間、米山月間 ■地区大会（地区） 
■世界ポリオデー ■清掃奉仕活動 ■次年度理事立候補手
続き ■RI 第 2520 地区岩沼 RC 創立 50 周年記念式典 

1-2 日 RI 第 2510 地区 地区大会（札幌パークホテル） 

4 日 
通常夜間例会 「クラブ協議会/地区大会の報告」 
[担当/理事会(進行/会長エレクト 四方信次)] 

8 日 RI 第 2520 地区岩沼 RC 創立 50 周年 

11 日 
通常例会「未定」 
[担当/米山記念奨学委員会(委員長 齊藤博司)] 

14 日 
RC･LC･SI･JC 6 団体親睦ゴルフ大会 

RC･LC･SI･JC 6 団体合同懇親会 

18 日 
移動親睦夜間例会 「観楓会 in 支笏湖」 
[担当/親睦活動委員会(委員長 大下和志)] 

24 日 2016 年世界ポリオデー 

25 日 

移動例会「清掃奉仕   」 [担当/社会奉仕委員会
(委員長 福島 力) 

第 11 回理事会 PM1:00 事務局 

千歳 RAC 定例会「卓話」 


