2019‐20 年度

RI テーマ

地域社会に相手方の
目線に立った奉仕活動

言行はこれに照らしてから
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

Rotary International
国際ロータリー会長

マーク・ダニエル・マローニー

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY CLUB

●創
立：１９７３年２月２３日
●会
長：長尾 穣治
●幹
事：辻田
摂
●会報委員長：大松 桂右

＊今年度より例会が月 3 回になったため、
8 月の例会日は 8/2、8/23、8/30 です。

第 2232 回例会
① 開会 点鐘
② ソング ｢君が代｣「四つのテスト」

＊8/24（土）
2019-20 年度クラブ職業奉仕委員長会議

③ ビジターの紹介
④ 八尾市教育フォーラムのＰＲ

於：大阪科学技術センター 8 階 中ホール

つゆはら

ゆきたか

なかい

ゆきかず

八尾中央ＲＣ 会長 露原 行隆 様
幹事 中井 敬和 様

受付 9：30～

開会 10：00～

閉会 12：00

石川 義一職業奉仕委員長 出席予定

⑤ 会員及び会員夫人誕生月祝
高橋会員、堀内会員、長尾夫人
⑥ 会員結婚記念日祝 長尾会員

＊8/27（火）
ロータリー・クラブセントラルを活用した

⑦ 会務報告

クラブ活動進捗管理説明会

｢会長の時間｣「幹事報告」

於：ガバナー事務所 時間：15：00～17：00

⑧ 委員会報告
｢出席報告｣「各委員会」
「ニコニコ報告」

堀内 伸也副会長、辻田

摂幹事 出席予定

⑨ 卓話
｢八尾東ロータリークラブの魅力について｣
辻盛 英一会員増強委員長
⑩ 閉会 点鐘
＊例会前：8 月度定例理事会

2019 年 7 月 26 日（金）
出席報告
例会数

会員数

出席数

出席率

第 2231 回

27 名

10 名

55.6％

第 2229 回

27 名

15 名

71.4％

備 考
出席義務免除
10 名（出 1）
補
填
0名

ニコニコ箱
第 2233 回例会 8 月 23 日（金）

●梅雨も明け、本格的な夏を迎えます。皆様、熱中

☆｢ロータリーの友｣紹介
中澤

症に注意してください。

剛広報・雑誌委員長代理

☆卓話「世界遺産」 高岡

正和会員

堀内会員、クラブフォーラム宜敷くお願い致しま
す。

長尾 穣治会員

★例会場：八尾市生涯学習センター<かがやき> 〒581-0833 大阪府八尾市旭ヶ丘5-85-16 ℡:072(924)3876
★例会日時：月3回 金曜日12時30分
★事務所：〒581-0803 大阪府八尾市光町2丁目60番 LINOAS（リノアス）8階 ℡:072(997)0626
★http://www.yaohigashi.org/

E-mail:yaohigashi@japan.email.ne.jp

Fax:072(997)2620

●23 日、新旧理事役員慰労会を休ませて頂きまして

レンゴーグループ（レンゴー、丸三製紙）22.7％

すみませんでした。

日本製紙グループ

本日、皆出席祝を頂き、ありがとうございました。

（日本製紙 13.6％、特種東海 5.6％）19.4％

石川 義一会員
●7/23（火）リノアス 8F パウハナで新旧理事役員慰
労会を行いました。旧理事役員の方々、1 年間お疲
れ様でした。新理事役員の方々、1 年間よろしくお
願いいたします。

新旧理事役員一同

【2016 年 10 月段ボール原紙の販売事業統合】
大王製紙グループ
（大王製紙、兵庫製紙、大津板紙、大成製紙、
ハリマぺーパーテック）15.4％
丸紅グループ（興亜工業、福山製紙）7.6％
カミ商事グループ（愛媛製紙、三洋製紙）5.2％
その他 3.9％

7 月皆出席祝
石川会員

矢野経済研究所発表資料より
段ボール業界シェアは

●今回合計

●会費と納入分
●累計

レンゴーグループ

28.8％

王子・森グループ

22.3％

（王子Ｇ 13％、森Ｇ 9.2％）

5,000 円
135,000 円
175,000 円

会長の時間

トーモクグループ

7.7％

大王パッケージ

4.6％

日本トーカンパッケージ

4.1％

ダイナパック

3.1％

その他

29.4％

2018 年飲料用ＰＥＴボトル生産動向
段ボール業界

2018 年（1 月～12 月）実績は、前年比 6.7％増
の 15 億 7,440 万箱と過去最高数量を更新し

私が 35 年前、段ボール業界に入社した当時、段ボー

た。

ル原紙の製紙会社 30 社、一貫メーカー（製紙会社よ

出典「酒類食品統計月報」

り紙を仕入、貼り合わせ後、印刷加工）約 300 社、

（株）日刊経済通信社 2019 年 4 月号

BOX メーカー（紙を貼り合わせた物を一貫メーカーよ
り仕入、印刷加工）約 3,000 社で、30、300、3,000 で

幹事報告

あるの 3 並びの図式であると聞かされていました。
現在、段ボールの原紙の製紙会社はグループ化等で
約 7 社で、シェアの 8 割を超えています。一貫メー

【配布物】

カーはグループ化等で 200 社、BOX メーカーはグル

①週報

ープ化、廃業、倒産等で 2,000 社位と思われます。

②8 月の予定表
③活動計画書・活動報告書ファイル

日本製紙連合会発表資料より
（2018 年 1 月～12 月）

【連絡事項】

段ボール原紙業界シェアは

①次週 8/2（金）例会前 11：30～

王子グループ（王子マテリア、岡山製紙）26.1％

8 月度定例理事会

第一回クラブフォーラム報告
クラブ運営委員長
堀内 伸也
先週例会（7/26）フォーラムご参加頂き、また貴

インスピレーションを与えていました。その晩、彼
女は次のような言葉とともに乾杯の音頭を取りま
した。
「地雷原がフルーツ畑に変わりますように！」
そのアイデアを実現することに決めたクーンさん

重なご意見頂きましてありがとうございました。 は、非営利団体 Roots of Peace（平和の根）を創
特に『プログラム会報』部分にて、15 分ずつの卓 設。同団体は、今日までに何十万もの地雷や危険な
話の取り入れ（本年度は例会数減少のため、全会

軍事品の撤去に取り組み、生まれ変わった大地を果

員の卓話を確保できないため）のご提案や、移動

樹園に変えてきました。

例会などに『外部卓話』を取り入れするご提案を
頂きました。
また『親睦活動』については、3～4 月頃に職業奉
仕と共同して、何かの体験型 1 泊旅行を提案した
ところ皆様にご賛同頂きました。
本年の委員会活動にご意見を参考にしていきた
いと思います。

～ロータリーニュースより～

Roots of Peace は、アフガニスタン、カブール北部
のショマリ平原でも大地を回復させています。かつ
て豊かな農地だったショマリ平原は、タリバーンに
よって樹木が焼き払われ、地雷の地と化しました。
2003 年からは、同団体によって農作物の生産者とイ
ンドのスーパーマーケットチェーンをつなぐ取り
組みが行われています。
また、サンフランシスコ・ロータリークラブ（米国
カリフォルニア州）とバンコク・クローントゥーイ・

地雷原をフルーツ畑に

ロータリークラブ（タイ）とのパートナーシップを
通じて 197,000 ドルのグローバル補助金を受領し、

ハイディ・クーンさん（サンフランシスコ・ロー

ベトナムのクアンチ省でも地雷を撤去し、黒胡椒の

タリークラブ会員）が宇都宮市（栃木）を訪れた

木とタロイモを植えました。さらに、農家が作物を

のは 1975 年、ベトナム戦争が終わってから数カ

市場に売り出す支援も行っています。

月後のことでした。彼女にとって、ロータリーの
青少年交換学生として日本で得た経験は、第二次

クーンさんは 2018 年、自身の夫で Roots of Reace

大戦後の日米間の和解について深く考えるきっ

のパートナーでもあるゲイリー・クーンさんと共に

かけとなりました。「敵対していた人たちが平和

アフガニスタンを訪れました。よみがえった果樹園

の架け橋を築いていることが強く印象に残った」 を視察し、帰りは収穫された果物と一緒に貨物機で
母国に戻りました。
と、彼女は振り返ります。
それから 20 年以上が経ち、テレビのジャーナリ

「強烈なインスピレーションを受けた旅。夢が現実

ストとなったクーンさんは、公共問題に関するフ

となった人生最高のひとときでした」とクーンさ

ォーラムを開いている団体 Commonwealth Club

ん。「それは私たち夫婦だけでなく、世界中の農家

of California から、あるイベントの司会を頼ま

とその家族にとっても同じだと思います」

れました。そのイベントは、ダイアナ妃の最後の
人道ミッション（1997 年）に付き添ったジェリ
ー・ホワイト氏を紹介するというものでした。当
時はダイアナ妃の死亡事故が起きた直後で、地雷
を撤去するそのミッションは、クーンさんに強い

文：Nikki Kallio

第２６６０地区
八尾東ロータリークラブ
YAO EAST ROTARY CLUB

