
本 日 の お 客 様

●高木 康弘 様（奈良ＲＣ）
●ムニョス・ガジャルド，ナイラさん（米山奨学生）

会 長 報 告

●辻本会員、10日の日は、おめでとうございました。
●昨日の清岡会員のお別れの会にはたくさんの皆様方のご出席、有
難うございました。来週、ご子息（次男）である社長が皆様方にお
礼の挨拶に伺いたい、とのことですので、その節は宜しくお願い致
します。

委 員 会 報 告

社会奉仕委員会：野﨑委員長
12月3～4日で奈良警察署の年末交通安全運動の啓発運動を実施した
いと思います。去年と同様イルミネーションを飾りたいので、人海
戦術で行きたいと思います。委員会もあまり予算がないので、すみ
ません皆さん、お手すきの方は12月3日11：00～16：00まで予定し
ております。お時間のある方はいつの時間帯でも良いのでお手伝い
頂きたいと思っております。それと（来年から新社屋の大森町に移
られますので）今年で奈良警察署最後のイルミネーションになると
思いますが、その点灯式を12月4日に催したいと思います。時間は
16：30～の予定です。詳細は現在奈良警察署と詰めておりますので、
決まり次第例会の場にてご報告致します。今回この奈良警察からの
依頼で12月4日15：00～16：00の間に大宮界隈のお店に我々にサン
タクロースの格好をして歩いて欲しい、ということです。何をする
かと言うとハンドルキーパー運動をして欲しい、ということで、そ
れも併せて報告させて頂きたいと思います。時間の許す限り、ご出
席の程、宜しくお願い致します。
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2013-14年度当クラブテーマ

『ガバナー年度に向け

意義ある奉仕活動をしよう！』

四つのテスト

１．真実かどうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４. みんなのためになるかどうか

例会状況報告
第20回 11月19日

通算1672回
◎会員数 ７３名
◎出席規定免除者数

２＋２２名
◎出席義務者数 ４９名
◎欠席者 ６名
◎出席者 ６０名
◎出席率 ９０．９１％

第18回 11月5日
通算1670回の修正

◎会員数 ７３名
◎出席規定免除者数

１＋２２名
◎出席義務者数 ５０名
◎欠席者 １０名
◎補填者 ６名
◎出席者 ６４名
◎出席率 ９４．１２％

例会プログラム

第21回 11月26日

通算1673回

１．開会の点鐘

２．ソング

「それでこそロータリー」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．新入会員卓話

鈴木 譲 君

梅谷 裕規 君

６．閉会の点鐘

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 坂本 克也

「あなたの善から、
みんなの善へ」



定款細則検討委員会：飯田委員長
来週11月26日例会終了後、第1回定款細則検討委員会を開催したいと思います。今日状差しに
新しい定款細則のコピーを入れて頂いておりますので、当日ご持参下さいます様宜しくお願い
致します。尚、念のため、委員のお名前を申し上げます。小西さん、植倉さん、福本さん、高
辻さん、多田廣さん、森下さん、小池さん、楠木さん、で合計9名です。よろしくお願い致し
ます。

親睦活動委員会：谷川委員長
●先ほど西口さんの方からも（話が）ございましたが、昨日オークモントゴルフ場で奈良県下
のゴルフコンペがございました。5名で出席して来まして、シニアの部で小林さんが第2位、ジュ
ニアの部で西口さんが優勝。団体は大和高田RCが優勝しまして奈良大宮は7位という結果でし
た。因みに私は30位でした。
●12月14日の家族親睦例会のご案内はもう確認して頂いているかと思いますが、場所があやめ
池のウォーターテラスで少し（10分弱）駅から歩く所にあります。学園前からバスを出して頂
くことになりましたので、今日もう一度バスに乗られるかどうか、という確認を回させて頂き
ます。バスがマイクロバスで小さいので、なるべく若い方はあやめ池から歩いて頂く様お願い
したいと思います。
●来週例会終了後、親睦活動委員会を開催したいと思いますので、委員の皆様は例会終了後お
集まりください。

幹 事 報 告

例会変更の案内が来ております。11月21日、あすかロータリークラブがお昼の例会を夜に変更
されます。18：30より開かれます。ビジター受付は、平常通りお昼の12：00-12：30に受付さ
れます。
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11 月お誕生日・結婚記念日

★お誕生日★
５日 中嶌大 君

１３日 矢追家麻呂 君
１８日 松岡嘉平治 君
１８日 佐川肇 君
２４日 中井一男 君

★結婚記念日★
２日 梅谷裕規 君 ３日 小川祥夫 君 ４日 倉田智史 君
６日 成田積 君 ８日 門脇伸幸 君 １１日 水野憲治 君

１３日 山本尚永 君 ２３日 中奥雅巳 君 ２４日 中井一男 君

米 山 奨 学 金 支 給

米山奨学生：ムニョス・ガジャルド，ナイラさん

学 校：奈良先端技術大学院大学

月額奨学金：14万円



卓 話

株式会社チクマ 環境推進室 室長 浅野秀雄 氏
「環境型社会形成に向けた当社の環境事業」

会社概要
社名 株式会社チクマ
創業 １９０３年２月１１日
資本金 ６億７，９００万円
年商 ２２８億円
業種 繊維専門商社
取扱品 婦人服、ビジネスユニフォーム、学生服の生地素材及び製品

皆様こんばんは。当社の取組み又繊維のリサイクルの現状
を少しでも皆様にお伝えを出来ればと思いましてお話をさ
せて頂きます。まず繊維のリサイクルはあんまり皆さんご
存知ないかと思います。家庭での取組みや企業事業者とし
て色んな形で環境にお取り組みになられていると思います
が、日本で繊維製品の年間排出量は約200万ｔという膨大な
量がゴミとして出ております。その内リサイクルが成され
ているのが、わずが13％という低いリサイクル率です。今
から15年程前、経済産業省並びに環境省が繊維のリサイク
ルを進めていこうと言ってた時代が、9.5％でしたので、10
数年経っても数％しか上がっていないというのが、今の我
が国の繊維のリサイクルの現状です。200万ｔの殆どが海外で作ったものを日本に輸入したも
のですけれども、自国内で中々リサイクルが成されていないという状況をまず皆様にお伝えを
させて頂きたいと思います。そのような状況の中、日本はどういう方向性に持っていくのかと
いう部分についての環境の規制についてお伝えしたいと思います。日本で大量に廃棄されてい
るもの若しくは必ずリサイクルをしていかなければならないものについて、必ず日本では個別
のリサイクル法を制定しております。ペットボトルを始めとする容器包装リサイクル法又は自
動車、食品、建設、家電という風な形でそれぞれのリサイクル法が制定され、きちっとした形
でリサイクルを進めていこうというのが日本の進め方です。
本来、繊維製品リサイクル法も2003年に出来る予定だったんですが、リサイクル率改善のため
に業界団体で様々な会議が行われましたが、団体から出てきたプランが「燃やせばいいじゃな
いか」というような声が多数だったため、まだ制定されてないという状況です。で日本ではそ
ういう状況の中でもリサイクルやゴミの処理の優先順位を法定化してます。1番目はリデュー
ス、ゴミを出さない事、2番目はリユース、3番目リサイクル、熱回収、焼却・埋立と1番～5番
までの優先順位を法定化しております。ですから大半が燃やされている繊維製品を何らかの形
で我々はリサイクルに持っていかなければならないという事を一事業者として当社は考えたと
いう事が始まりです。
ここから業界の話になってしまうかもしれませんが、普段皆さんが着ているスーツを家庭でゴ
ミに出す場合、一般廃棄物になりますので市町村が処理するというのが、今の日本の定めです。
だけど企業の制服といった場合、基本的に社員に貸与してますので、退職するとか交換する場
合には会社に戻さなければなりません。会社がその制服を廃棄しようとすると産業廃棄物にな
ります。廃棄する状況によって一廃・産廃かというカテゴリに分かれてしまいます。我々が今
扱っているユニフォームは基本的には会社として使用するので産廃扱いになる。でそれを逆に

我々がどうすればリサイクルに取組んでいけるかという事
を国に相談を投げかけました。で基本的に産廃の場合は県
の許可が無ければ絶対に処理という事になってますけれど
も、私共、警察官を始め航空会社、銀行さんと様々なユニ
フォームを全国で販売させて頂いておりますので、47都道
府県知事の許可を取るのは大変な作業で絶対取れない。な
らばその1つ上の国の認可を取ってしまおうという事で「広
域認定制度」という環境大臣認定の特例を私共は取得する
という作業を私4年間毎日環境省に通いまして最終的に日本
で最初に認定を受けました。
今、当社が製造販売させて頂いたユニフォームにつきまし
ては地方自治体毎の許可も無く円滑に回収してリサイクル
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が出来るという事業を2004年度から進めさせて頂いております。繊維のリサイクルはそんなに
色んな種類があるわけではありません。リユース（再使用）・ケミカルリサイクル（再生使用）・
マテリアルリサイクル（再利用）・熱源回収がありますが、大半が熱源回収で要は燃やす事で
す。それではいけないという事で当社が取組んでいるのはケミカルリサイクルとマテリアルリ
サイクルを事業として取組ませて頂いております。ケミカルリサイクルは言葉の通り科学的な
リサイクルです。ポリエステルをポリエステルの原料に戻してしまおう。そうする事によって
石油を使わずに済むというのがケミカルリサイクルの詳細です。ただ我々も海外で縫製をして
日本に入れたりしますし、ポリエステルだけで物を作れる訳ではありません。天然繊維を上手
く使いながらお客様のご要望に合ったユニフォームをお届けしなければいけません。しかし合
成繊維と天然繊維を分けてリサイクルする事ができませんので、これをマテリアルリサイクル
で他の資源として使っていこうじゃないかという２つの手法で我々はリサイクルの仕組み作り
を考えさせて頂きました。
ケミカルリサイクルについて簡単にご紹介させて頂きます。ポリエステルで作られましたユニ
フォームを私共が指定する国に登録した収集運搬業者が皆さんの所まで回収に赴きます。回収
させて頂いたものを帝人フロンティアの松山事業所に送り込みます。そこで石油から作られる
原料以上のレベルの高いポリエステルの原料に戻します。ですからポリエステルからポリエス
テル、繊維から繊維と何度でも循環させるできる事ができるというのがケミカルリサイクルの
仕組みで、枯渇資源である石油を使わないという事で幅広くこのようなケミカルの仕組みを皆
様にご提案をさせて頂いております。
次にマテリアルリサイクルについてご紹介をさせて頂きたいと思います。先程申しました天然
繊維と合成繊維を分ける事が中々できませんので、それを全て1つの原料として使ってしまお
うという事で、我々は自動車関連企業とコラボレーションをさせて頂いてます。何故かという
と自動車メーカーは非常に幅広い出口を持っておられるからです。私共は全て繊維を解き解し
て綿にして自動車用の内装材の部材に形を代えてリサイクルをさせて頂いております。エンジ
ンルームのボンネットの断熱材・防音材にしたりしております。これは特に消耗服、或いは燃
えないという特性を活かそうという事です。全メーカーの全車種の内装材に形を代えさせて頂
いております。
このような取り組み以外にも色んな方々にご提案させて頂いております。
１つの事例を述べさせて頂きます。昨年日経産業新聞が毎年環境経営度ランキングを調査しそ
れをランク付する仕組みがあります。資源循環や生物多様性等5項目で各100点で500点満点で
その企業がどれだけ環境に対して取組んでいるかというものです。
富士フィルムさんは今まで各工場バラバラに制服・作業服を発注されてたんですが、先程話し
ましたケミカルリサイクルで統一するから供給してくれというお話を頂きまして、その結果、
富士フィルムさんが前年度9位から5位に上がり非常に感謝されました事をご報告させて頂きま
す。他様々な企業に導入頂いておりますが、只単にリサイクルを提案するのが我々のミッショ
ンでは無いです。そういった取組みをされた企業が地球環境に貢献したかを数値化して情報と
して提供しなければなりません。そういうノウハウは私共は持っておりましたので、導入して
頂いた事によって今まで燃やしていた物をリサイクルでどの程度CO２削減したという資料もご
提示させて頂いております。
今まで18年間繊維業界の中でいち早く環境に取り組まさせて頂いた事が平成19年度環境大臣表
彰に繋がったと思いますし、数値化する事で様々な賞を頂戴する事が出来ました。是非皆様当
然ご家庭でもそうですし、企業経営に携わっておられる方も多いとお聞きしております。今一
度こういった取り組みが可能であるならば是非我々と一緒に日本のリサイクルの向上に向けて
お取り組みをして頂ければというお願いを申し上げまして当社の当社の環境事業のご紹介とさ
せて頂きます。
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ニコニコ箱 本日計 29,000円 累計 1,503,000円

小西敏文 君 株式会社チクマ 環境推進室 室長 浅野秀雄様 本日の卓話宜しくお願いしま
す。又、昨日の清岡会員のお別れの会にたくさんの会員の御出席有難うござ
いました。

植倉一正 君 浅野様 お忙しい中、お越し頂きありがとうございました。卓話よろしくお
願い致します。

中井一男 君 結婚祝、誕生祝い戴ける様で、ありがとう御座います。もうこの年になりま
すとあまり感激がありません。しずかに送りたいと思います。

辻本和弘 君 結婚のお祝いありがとうございました
橋本和典 君 先日、卓話に来てくれました竹馬の友、豊下康次君が来る11月28日（木）～

12月4日（水）までならファミリー近鉄奈良にて個展を開きます。お時間があ
ればお立ち寄り下さい。受付に案内状を置かせてもらっていますのでよろし
くお願いします。

楠原忠夫 君 11/17（日）岩湧山登山 山歩きの会の皆さん お疲れ様でした。
松岡弘樹 君 季節の変わり目です。皆さん、健康にはくれぐれもご留意を！！先日は腰痛

で大変ご迷惑をおかけしました。
弓場裕史 君 ニコニコ協力
西口栄一 君 県下RCゴルフ・コンペ、ジュニアの部で優勝させていただきました。シニア

の部準優勝は小林さんでした。おめでとうございました。

例会変更のお知らせ

１2 月 ■やまと西和ロータリークラブ■
・１２月１７日（火）・・・王寺工業高等学校研究発表会に変更。
※ビジター受付は、12：00～12：30までやわらぎ会館４F
多目的ホールにて受付のみ行います。

・１２月２４日（火）・・・家族親睦望年会の為、日時・場所変更。
日時：12月21日（土）
場所：リーガロイヤルホテル

※ビジター受付は、12月24日（火）12：00～12：30まさごビル
１Ｆにて受付のみ行います。

■五條ロータリークラブ■
・１２月１８日（水）・・・場所変更。
場所：「八風の湯」

※ビジター受付は、行いません。
■奈良西ロータリークラブ■
・１２月１２日（木）・・・年末家族親睦会の為、場所変更。
※ビジター受付は、同日17：30-18：00まで奈良ロイヤルホテル
フロント横にて行います。

・１２月２６日（木）・・・定款第６条第１節(C)により休会。
※ビジター受付は、行いません。
■橿原ロータリークラブ■
・１２月１３日（金）・・・望年親睦家族会の為、時間・場所変更。

時間：18：00～
場所：ザ・リッツカールトン大阪

・１２月２７日（金）・・・定款第６条第１節(C)により休会。
※両日とも、ビジター受付は、行いません。
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例会変更のお知らせ

１ 月 ■五條ロータリークラブ■
・１月８日（水）・・・新年家族会の為、場所変更。
場所：リバーサイドホテル

※ビジター受付は、行いません。
■橿原ロータリークラブ■
・１月３日（金）・・・定款第６条第１節(C)により休会。
※ビジター受付は、行いません。
・１月１０日（金）・・・夜間例会の為、時間変更。
時間：18：00～

※ビジター受付は、12：00-12：30まで橿原ロイヤルホテル
フロント横にて行います。

次週の例会 平成２５年１２月３日（火）

有限会社ＳＯＣＫＳ 代表取締役 芳岡ひでき 様

「エアーブラシの世界」

●会報・IT委員会/水野憲治 弓場裕史 市田富久夫 小原靖浩 楠木重樹 webmaster/水野憲治

事務局休局のお知らせ

■橿原ロータリークラブ■
・平成２５年１２月２７日（金）～平成２６年１月５日（日）
事務局休中、御用の際はＦＡＸまたはメールにてご連絡下さいます様
お願い申し上げます。
また、留守番電話をご利用頂いても結構でございます。
電話 ０７４４－２８－２８０１

ＦＡＸ ０７４４－２８－２８０２
E-mail krc@jeans.ocn.ne.jp


