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　缶コーヒーの種類が増えて、よく売れて
いるようです。いろいろなタイプがあり、味
や豆に工夫を凝らしたものだけでなく、「仕
事中」や「休憩中」など飲む場面を提案する
タイプも発売されています。2002年秋には
50種類から2004年には約80種類に増え
ています。清涼飲料工業会の調査によりま
すと、2002年のコーヒー飲料の生産量は276万キロリットルで
2001年に炭酸飲料を抜いて茶系飲料に次ぐ巨大市場に成長し
ています。
　缶コーヒーは自動販売機やコンビニで販売されているため、値
引きが少ない上、容器そのものも小さいため好採算商品となって
います。また、ペットボトルのようにリサイクル費用を直接負担す
る事もありません。95年に施工された容器包装リサイクル法で
は、ペットボトルとガラス瓶、紙、プラスチックが対象で、市町村で
は容器などを分別収集して保管し、飲料容器メーカーが費用を
分担して使用済み容器をリサイクルする事になっています。ペット
ボトルの場合、容器メーカーなどが1kg当たり64円（2003年
度）の委託料を拠出して再商品化、業者がボトルの粉砕、洗浄な
どにかかる費用の一部を委託料として受け取りリサイクルしてお
ります。コーヒー缶のようなスチール缶は法施行以前よりリサイ
クルの仕組みができあがっており、既にリサイクルの優等生でし
た。地方自治体や民間業者が回収してスチール缶はまず、鉄スク
ラップ業者が買い取り、再資源化しやすい形に変え、これを鉄鋼
メーカーなどが買い取り、建材、レール、スチール缶用鋼板などの
原材料に使う仕組みになっております。使用済みスチール缶を有
償で買い取るリサイクル市場が出来上がっているので、飲料、容
器メーカーには追加の費用負担は発生しない仕組みになってお
ります。そんな点で缶はペットボトルと違ってリサイクルに関して
メーカーの費用負担がありません。勢い飲料メーカーは缶飲料
の販売に力を入れる様になっています。ただ清涼飲料もペットボ
トル化が進みつつあり、スチール缶が減少しますとスチール缶の
リサイクル市場が成り立たなくなります。市場がなくなれば、ス
チール缶にもリサイクル費用が発生する可能性もあります。飲料
各社は好採算で、リサイクル費用のかからない缶コーヒー等のス
チール飲料に力を入れていますが、消費者のニーズが多様化し、
容器もスチール缶だけという時代ではなくなりつつあり、スチー
ル缶リサイクルそのものにも問題がありそうです。
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臨時例会変更のお知らせ

※は休会・その他理由につきビジター受付はありません。
◇はサイン受付時間が17：30～18：30となります。

（注）

会長挨拶 大島浩嗣会長

幹事報告 稲葉 徹幹事

本日15時30分より熱田神宮会館にて「蛍の飼育に関する説明
会」を熱田神宮の蛍飼育に関わる職員の皆様、参加6小学校の
担当の先生、並びに児童の代表に対して行います。当クラブから
は会長、幹事、田中環境保全委員長を含め6名出席の予定です。
平成17年2月24日（木）に4RC合同例会が瑞穂RCがホストで
行われますが、本日例会終了後、その第1回打合会を14時から
9階「ことぶきの間」にて行います。
本日指名委員会が18時より「酔人」において開催されます。
次週12月2日（木）は18時より「クリスマス家族会」が5階「銀扇
の間」にて開催されます。また、それに先だって16時より「第6回
理事会」16時45分より「第4回クラブアッセンブリー」を9階「こ
とぶきの間」にて行います。関係各位はご出席お願いします。
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・

・
・

出席報告 稲垣豊出席委員

会員76名　出席55名  （出席計算人数56名）

出席率78.57％
11月18日は補填により
11月11日は補填により
11月4日は補填により
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（天野正明会場委員長）
ストレッチング（倉澤寛会場委員）
「日も風も星も」
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本日卓話をさせて頂きます。

結婚記念日にお花を有難うございました。

金婚式年を経て、2回目の記念日を迎えて。

11月1日は結婚記念日です。何回目か忘れました。

11月27日、家内の誕生日です。10月9日は54回目の結婚記念日

でした。

妻のBirthdayに素敵な花を有難うございました。

11月15日に父が他界しました。いい父でした。

小原村四季桜、満開です。

1）11月24日の蛍幼虫選別に、岡本忠史夫妻、松井善則・渡辺喜

代彦、鈴木幹雄、馬場將嘉、細川達也各氏には、お忙しい中をお

手伝い頂き有難うございました。

2）本日午後3時30分から、6つの小学校に蛍の飼育に関する説

明会が熱田神宮会館で行われ、蛍20匹ずつが各校に配布となり

ます。

先週は、新入会員研修会をして頂き有難うございました。ぼちぼ

ち勉強していこうと思います。

11月18日のボジョレ・ヌーボーの入っていた酒樽を頂きました。

ワインは空ですが、ロータリーの友情は一杯入っていました。

昨日のゴルフ例会で久し振りに優勝しました。

今日の卓話は山内一生先生をお迎えしております。よろしくお願

いします。

本年も第53回メサイア終わりました。

いよいよ蛍の時期になりました。昨日は選別、皆さんご苦労様

でした。

次週行事 12月9日（木）

今週卓話 12月2日（木）

クリスマス家族会
　 　 於

第3回クラブフォーラム（年次総会）

：
：
18：00より
ヒルトン名古屋　5階「銀扇の間」にて

委員会・同好会報告

卓話
「和紙放談」

　和紙工芸家　山内一生氏

　日本では、トイレットペーパーや印画紙な
ど、全ての紙の生産量は世界で第二位です。
その国の文化は紙の使用量と印刷の技術で
だいたい決まるといわれています。印刷に関し
て、現在では高度な技術ができておりますが、
和紙は世界で一番丈夫です。第一次世界大
戦の時の講和条約では、日本の紙にイギリスのインクを使ってサイ
ンをしたそうです。正倉院に1200年ほど前の紙が残っているので
すが、昨日おととい漉いたような感じで残っているそうです。しかし
講和条約の際には「千年ももつわけないから和紙ではなく洋紙で
結構だ」といわれたというほど、和紙の丈夫さは世界でも定評があ
りました。
　紙を芸術品の域にまでしたのは、小原村におりました私の先生
である、藤井先生でした。今までは紙に字や絵を描いたものが芸術
品と見なされ、いくら国宝級の人が紙を漉いても、ただの真っ白な
紙でしかありませんでした。私が19才の時に小原村を訪れ、藤井
先生に聞いた話ですが、「日本は戦争に負けたけれども、ドイツ人と
日本人は世界の中でもすばらしい能力を持っている。必ず機械文
明がきてアメリカをしのぐような時代がくる。その時に、機械ではで
きない手工芸の良さが必ず見直される時がくるから絵描きになれ」
というのです。今から60年前、食べるものはない、着るものはない、
就職するところはない、という時代でした。 ところが、日展に何度出
品しても落選するので、女房も親戚も「いい加減にやめて農協か役
場に勤めなさい」というわけです。しかし働きに行くところがなかっ
たのが結局運がよかったのでしょうか。16人の藤井先生の弟子は
最終的には6人になり、今現在は3人です。小原村といえば和紙で
すが、その小原村も来年には豊田市になってしまいます。私の名刺
からも「小原村」がなくなってしまうのは非常に寂しいことです。時
代の流れで仕方のないことでしょうが。
　さて、先生がどうして小原村にいらっしゃったかというと、戦火を
逃れて真鶴からいらしたのだそうです。先生にはいろいろと、生きた
勉強を教わることができました。「絶対ということはない、人間はい
つ死ぬかわからない、別れるときはこれが最後だと思いなさい」「人
間が生きているときには利害関係があるから社長、社長とおだてて
くれるが、死んでからこそ勝負なのだ」ということを教えてくださっ
たのも先生でした。ある時私が「こんなところでこんなものを作って
売れますか」と先生に尋ねましたら「馬鹿者、お前は土台になれ。土
台になって、4代くらい先に期待をかけろ」とおっしゃいました。そし
て「相手がほしいと思える物を作れば、自ずから道が出来上がるの
だ。自分の代で出来なければ子供に、そして孫やひ孫の代で成就で
きるよう研究に励みなさい。」とおっしゃいました。そして昭和58年
に、私どもの所へ今の天皇・皇后両陛下の行啓をいただきました。
そうしましたら途端に道が整備され、先生のおっしゃるとおり、日頃
からのたゆまぬ努力が大切なのだと思いました。

ニコボックス 　小林幸男ニコボックス委員
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和紙工芸家 山内　一生様
松波　恒彦君
江口　金満君

景山　和明君

湯地　輝雄君
亀井　直人君
宗宮　信賢君
細川　達也君

田中　政雄君

船渡　昭人君

山田　鎮浩君
本多　清治君

落合　　諭君
鈴木　幹雄君

松井　善則君

環境保全委員会：田中政雄委員長
1）蛍の飼育について、熱田神宮の方々にご尽力を得ながら勧めて
いっておりますが、年々減少しているとお聞き致しました。25周年
を迎えるにあたり、優雅に舞う妖精を見る事が出来ると良いので
すが、また、苑内の別のところでの飼育場も整備されており、何と
か新しい蛍の購入をお考え頂ければと思います。
2）昨日は、岡本忠史ご夫妻、松井善則、渡辺喜代彦、鈴木幹雄、
馬場將嘉各氏のお力添えを得ながら、また、副委員長の細川達也
君と共に選別を致しました。有難うございました。
3）本日午後3時30分から、熱田神宮会館に於いて、蛍の飼育に
関する説明会が行われ、白鳥、大宝、高蔵、野立、旗屋、船方の六
小学校に20匹ずつ配布する事となります。
今後とも皆様のご協力をお願い致します。

グルメ同好会：田中隆義君
11月27日（土）17時30分から京都嵐山「吉兆」で記念例会が開
催されます。京都市内は混雑が予想されますので、公共交通機関
をご利用になり、タクシーなどでの移動は避けてください。早めに
嵐山までお越し頂き、時間になりましたら会場へ向かわれると良
いかと思います。

11／18（木）18：00より「DINING　BAR-Vintage1970」にて
ヴォジョレ・ヌーボーを楽しむ会が17名で開催され、美味しい料理
とワインを楽しみました。歴代幹事と入会6年未満会員の出席がや
や少なめだったのが残念でしたが、本年のヴォジョレは格別美味し
く感じられ、また、会員の高村君と現在の名誉会員である春日君に
より発足したというこの会の生まれた経緯のお話もあり、和気合い
合いとした雰囲気での開催となりました。

ヴォジョレ・ヌーボーを楽しむ会


