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  「ロータリーは機会の扉を開く」 Rotary Opens Opportunities 

   R I 会 長  ﾎﾙｶﾞｰ・ｸﾅｰｸ （Herzogtum Lauenburg-Mölln RC /ドイツ） 

    第 2 5 2 0 地 区 ガバナー 伊藤 智仁 （花巻南ロータリークラブ） 

    花巻南ロータリークラブ会長 似内 裕司 

 

第 2623 回例会 令和 3 年 4 月 1 日 

Ⅰ．開会点鐘     似内裕司会長 

Ⅱ．ロータリーソング斉唱 

Ⅲ．四つのテスト 

Ⅳ．ゲスト紹介 

Ⅴ．会長の時間    似内裕司会長 

Ⅵ．幹事報告     高橋 誠幹事 

 ・令和 3 年度花巻市友好都市交流委員会総会の 

開催中止及び書面決議について（ご案内） 

 〔花巻市友好都市交流委員会 会長 佐藤良介〕 

 ・令和 3 年度岩手県立花巻農業高等学校入学式 

について 

〔岩手県立花巻農業高等学校 校長 楳原 健〕 

 ・米山梅吉記念館 館報 Vol.37 

  賛助会ご入会のお願い 

〔公益財団法人 米山梅吉記念館〕 

  

Ⅶ．慶祝（月初のみ）    親睦委員会 

Ⅷ．委員会報告  

Ⅸ．ニコニコ BOX   ニコニコ BOX 委員会 

Ⅹ．出席報告     出席奨励委員会 

Ⅺ．プログラム 

Ⅻ．閉会点鐘       似内裕司会長 

 

【前回確認事項】 

１．配布 

  ●第 2622 回例会会報 

    

２．出席 

  ●3 月 25 日(木) 33 名中 16 名出席 

   出席率 51.6% 前回修正 64.5% 

   メーキャップ 

3/18(木) イノベーション会議並びに 

ファイヤーサイドミーティング 

藤本純一君、鎌田定悦君、菊池忠彦君、宮澤一郎

君、似内裕司君、佐々木繁樹君、照井敬孝君、照

井正樹君、千葉功君、渡辺正乃君 

 

 ３．ニコニコ BOX 

 

♦ 牛肉のミラノ風カツ サラダ添え 

♦ スープ 

♦ ライス 

♦ デザート 
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3 月 25 日例会 

八森辰雄君：「欠席がちで済みません。罰金を含め 

てボックスします。(10,000 円)」 

下の QR コードをスキャンすると、ロータリー

の友電子版をスマホで 

読むことが出来ます。 

ﾛｸﾞｲﾝ ID：rotary    

パスワード：rotary 
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会長の時間 似内裕司会長 
・先週の半導体の話の続き 

 先週半導体が不足している話をしましたが、 

3月 19日茨城県ひたちなか市にある、ルネサス 

エレクトロニクスの那珂工場で火災があり、生産能力の復旧に

は最低でも 1 カ月かかるようです。この工場では 66%が自動車

向け半導体の製造をしており、自動車業界において、ますます

半導体不足に拍車がかるのではないかと言われております。 

・プラスチックごみの再生利用について 

 ペットボトルなどのプラスチックごみで捨てられたものが、海洋

汚染のリスクがあると言う事で国際問題になっております。破壊

されたプラスチックを魚が食べて、死んでしまうという事が有りま

す。また漁の網に引っかかって、網が切れる事も有ります。そこで

大手飲料メーカーではﾌﾟﾗごみを繰り返し再生する循環型利用

に本格的に取り組み始めました。現在は回収したプラスチックご

みを 1回だけ再利用しています。再生すると劣化していくので 1

回のみの利用です。 

 日本政府は 2019年にプラスチック資源循環戦略を策定し、

プラスチックごみの徹底的な削減と、持続可能な循環利用を進

めています。ペットボトルリサイクル協議会の統計ではペットごみ

の再生割合が 2019年のデータで排出量の 12.5%で約 1 割強

しか再生されていません。ペットボトルからペットボトルだけでな

く、食品トレーの製品にもなりますが、これらも再生回数は 1回

のみになります。異物や汚れによる劣化が循環型リサイクルを阻

んでいます。 

 キリンホールディングスと三菱ケミカルが共同で、ペットボトルを

資源化する検討に入って 25 年までに実用化を目指すとしてい

ます。現在は熱で溶かして再生しますが、新しい技術は化学分

解処理をして、再びペットボルを生成します。サントリーホールディ

ングスはアサヒホールディングスなど 20社と新会社を設立しレジ

袋やカップ麺などの容器も原料に戻して何度も使う再生利用を

27 年度までに実現しようとしています。国を挙げての事業です

が、私たち 1人 1人が関心をもって容器の分別に協力していか

なければいけないと思います。 

 

  

 

 

 
  
 現在では、各種スポーツのスタイルやルールが変わってき
ており、それに伴い道具も便利で使いやすく改良されてきて
います。その中で一番基本になるのが、素材の発明や開
発や改良です。素材と共に、新構造の開発や、新しい工
法による道具づくりがあります。 
 環境変化による素材の減少、消滅によって道具が変わ
って来る事も有ります。例えば近年、木製バットに良い素
材が無くなってきて、今まで使われていなかった素材が使わ
れ始めたりしています。 
 ルールの変更によっても道具が変わってきます。高校野
球においては、現在の高校 1年生が 3年生になる時はバ
ットが変わります。木製バットの形状で、有効打点区域が
狭くなる分、余程良いスイングや、ミートをしなければ飛ば
なくなります。まだ科学的な数値は出ていませんが、15 メー
トルは飛距離が落ちると思います。当てれば内野の頭を超
えるようなヒットが無くなると思います。当てるだけでは飛ん
でいかないという意識で、プレースタイルも変わっていくと思
います。2 ストライクまではめちゃ振りする、または振り抜くと
いう風に道具によってプレースタイルが変わってくると思いま
す。 

  

 

 

 

 

4 月 5 月 6 月 

母子の健康月間 青少年奉仕月間 ロータリー親睦活動月間 

【会員誕生】 
小田島修司 
【夫人誕生】 
嶋 純恵、澤田陽子、植村純江 
【結婚記念】 
佐々木繁樹、高橋誠、植村和雄 
奥山隆、似内裕司、藤本莞爾 
栗原祐二 

【会員誕生】 
鎌田定悦、菊池忠彦、高橋照幸 
似内裕司 
【夫人誕生】 
藤本浜子、渡辺法子、高橋きよ子 
八森峯子、佐々木クミ子 
【結婚記念】 
川辺助之、高橋溥芳、岩舘正明 
伊藤智仁、嶋 利幸、千葉 功 

【会員誕生】 
小野健太郎 
【夫人誕生】 
阿部俊子 
【結婚記念】 
小野健太郎、阿部豊治 

1 
会員卓話 
伊藤智仁君 

6 
会員卓話 

佐々木繁樹君 
3 

クラブ協議会 
年間活動報告① 

8 
会員卓話 
藤本莞爾君 

13 
青少年奉仕委員長 

照井正樹君 

インターアクト校招待 
10 

クラブ協議会 
年間活動報告② 

15 
会員卓話 
菊池忠彦君 

20 
会員卓話 

小田島順造君 
17 

会長・幹事事業報告 
この一年を振り返って 

22 観桜会 金矢温泉 
27 休会 24 

慰労例会 

夜例会 ホテル花城 29 休会 

第 2622回例会 
2021/3/25 

会員卓話 八森辰雄君 
・スポーツの道具の話 

３月度慶祝 

 


