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鐘 隈元 雅博会長
Ｒ ソ ン グ 我らの生業
お 客 様 小柳
健
（新日鐵住金㈱君津製鐵所
資源化推進部
プラスチックリサイクル室 室長）
〃
北見 洋司
（君津ビジネスサービス㈱
代表取締役社長）
四つのテスト 喜多見 貴会員
【 出 席 報 告 】 免除者４名 休会０名
例会数 会員数 対象者 出席 欠席 出席率
2026

59

55

48

7

87.27 ％

2025

58

54

50

4

94.44 ％

メークアップ0名

96.23 ％

前々回の修正

（敬称略）
会長挨拶及び報告

隈元雅博会長
本日は君津ロータリーの歴史とバナーについてお
話しさせていただきます。
ホームページでもご紹介していますので、ご覧に
なった方もいらっしゃると思われますが、君津ＲＣ
は昭和47年３月に設立されました。
設立された時の会員の平均年齢は43.8歳で一番若
い会員は今年７月に入会した秋元政寛会員のお父様
で当時28歳でした。
例会時にいつもここに掲げてある君津クラブのバ
ナーですが、これには君津市の美しい環境を表す
緑の樹木 真紅の太陽 紺碧の空を三つの円で象徴
しており、太陽の情熱をもってロータリーの精神を
拡大していく願いが込められています。改めて見て
みますと、チャーターメンバーの皆様の熱い思いが
伝わってきます。
あれから46年
当時29歳だった北見洋司先輩の入会式を本日行
わせていただきます。
チャーターメンバーである北見先輩は1989年−
1990年に当クラブの会長も務められ長きにわた
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り、ロータリー活動を続けてこられました。
北見先輩の設立当時から変わらぬ、澄切った心
と、太陽の情熱に負けぬようこれからもロータリー
活動に邁進してまいります。
地域貢献と世界平和活動をすることには、年齢が
いくつであるとか。いつ始めたかは関係がなく、何
をするのか、誰とするのかが重要だと考えます。
これからも先輩の背中を追いかけながら、かけが
えのない仲間と共に、地域と世界の人々が平和に暮
らせるようロータリー活動を頑張ってまいります！
報
告
１．第５回理事会が11月６日に開催されましたの
で報告を致します。
①会計報告 ＊承認
異議なし
②次期地区委員会委員長並びに地区委員の推薦に
ついて ＊承認
候補者：鈴木会員（米山記念奨学員会 委員）
吉野会員（ガバナー補佐）
＊廣田会員（ガバナー補佐幹事）
③家族親睦忘年例会について ＊承認
日 程：12月18日（月） 18時〜
場 所：ホテル千成
会 費：7,000円
内 容：ゲスト（大和ヒロシ・渡辺あゆ香）
出演料50,000円
案内先：会員、家族・神宮ＲＣ
（招待の方）ＯＢ・周西中、八重原中・周西小
の校長・100年バンド・フラダンス先生
④還暦の御祝衣装について ＊承認
還暦のお祝い今年度７名（坂井・内山・小川・
大川・倉繁・武田・谷口）
ちゃんちゃんこ購入価格（単価：5,378円）
２着は事務局にあるので不足分５着を購入す
る。
新しいものと色の違いが大きい場合は、追加で
２着も新しいものに買い替える。
⑤甲府東ＲＣとの親睦交流会について ＊承認
（案）３月末頃の土曜日にお花見屋形船／焼肉
当クラブとしては、４月７日を第一希望、３月
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24日の開催を第２希望とする
⑥赤い羽根共同募金について ＊承認
＊ 例年、歳末助け合い募金の時に、夜間例会
（チャリティ）で集まったうちの10万円を寄
付する。
⑦君津市社会福祉大会の後援について ＊承認
＊ 例年通り後援する
⑧その他 ＊承認
次回理事会開催日について
平成29年12月４日（月）例会前11時30分〜
２．11月11日（土）周西中学校の創立50周年をお
祝いする会が開催されました。
当クラブからは、武田会員が出席いたしました。
お疲れ様でした。
３．今月は、ロータリー財団月間です。希望の風Ｂ
ＯＸを回しますので、ご協力をお願い致します。
（募金額：29,898円）
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荒井潤一郎幹事
１．例会変更のお知らせ
〈袖ケ浦ＲＣ〉
①12月18日（月）
時 間：点鐘18時
場 所：木更津ビューホテル
内 容：家族親睦忘年例会
②12月25日（月）休会（定款第８条第１節Ｃ
項による）
２．第３回 第４分区親睦麻雀大会が開催されます。
日 時：11月18日（土）
集合８時50分 終了15時
場 所：麻雀 ポンチー
出席者：黒岩会員
宜しくお願い致します。
３．国際ロータリー第2790地区女性交流会が開催
されます。
日 時：11月18日（土）
受付：16時20分〜
開催：16時30分〜18時30分
場 所：帝国ホテル 本館４階 梅の間
出席者：内山会員・武田会員・近藤会員・上妻
会員
宜しくお願い致します。
〈回 覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第４分区週報
３．東京神宮ＲＣクリスマスパーティーの案内
４．地区大会出欠の案内
５．会員家族親睦忘年例会の案内

６．千葉北ＲＣ創立20周年記念式典・祝賀会の案内
７．寺フェスタのチラシ
８．希望の風ボックス（募金）
〈配布物〉
１．例会プログラム
入
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紹介者 西山 肇会員
入会者 北見洋司様

こんにちは。西山です。
北見洋司様をご紹介いたします。
北見様は、昭和17年８月５日のお生まれ。木更
津高校、日本大学理工学部機械科で学ばれた後、ア
ルプス電気株式会社にご就職。その後、君津ビジネ
スサービス株式会社に入社され、現在は、前述の君
津ビジネスサービス株式会社に加え、有限会社ケ―
ビーエス商事、株式会社ケ―ビーエスの代表取締役
社長の職に就かれています。
そして、ご存知の方が大半かと思いますが、北見
様は、君津ＲＣのチャーターメンバー24名のお一
人。今年45周年を迎えることができた当クラブの
礎を築かれた方です。第18代会長をお務めになら
れたのをはじめ、各委員会の委員長も歴任されてい
らっしゃいます。このようなご経歴をお持ちの北見
様をロータリアンになって日の浅い私がご紹介する
こととなり、大変恐縮しながらこの場を迎えていま
す。
ロータリアンとして豊富なご経験に基づき、現
在、そしてこれからの君津ＲＣを内側から色々な形
でご指導頂けるものと思っております。
是非々々、ご指導・ご鞭撻を宜しくお願い致しま
すと申し上げて、ご紹介の結びとさせて頂きます。
入
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委 員 会 報 告
社会奉仕委員会
会員家族親睦忘年例会について

隈元雅博会長

小川哲也委員長
12月18日の会員家族親睦忘年例会内で毎年恒例

のチャリティーオークションを予定しております。
会員の皆様お一人２点以上出品をお願い致します。
品物はホテル千成、もしくは例会場にてお預りし
ます。皆様のご協力をよろしくお願い致します。
プ ロ グ ラ ム
卓話「君津製鐵所コークス炉化学原料化法による廃
プラリサイクルのご紹介」
新日鐵住金㈱君津製鐵所資源化推進部
プラスチックリサイクル室
室長 小柳 健様
本日は、君津ＲＣの皆様の
貴重なお時間をいただき君津
製鐵所で行っておりますプラ
スチックリサイクルについて
ご紹介できることに対し深く
感謝いたします。
新日鐵住金株式会社 君津
製鐵所は、2000年よりコーク
ス炉化学原料化法によるプラ
スチックリサイクルに取り組んでおり、全社として
は2008年５月に100万トン、2013年11月に200万ト
ンと順調にリサイクルを進めてきましたが、このた
び君津製鐵所が2016年８月15日に単独で累計リサ
イクル量で100万トンを達成しました。（なお、全
社では本年５月に250万トンに到達）
当社では、省エネ・CO2削減と資源リサイクルに
よる循環型社会形成に貢献することを目的に、「容
器包装リサイクル法」（2000年４月より完全施
行）スキームによる一般廃棄物系プラスチックを主
な対象として、製鉄所内に、異物除去、破砕機、減
容成形機等からなる事前処理設備及びコークス炉へ
の装入設備を設置し、コークス炉化学原料化法によ
るリサイクルを行っています。現在、全国７箇所の
製鉄所で自治体から容器包装リサイクル協会に委託
される容器包装プラスチックの３割前後をリサイク
ルしています。君津製鐵所では容器包装プラスチッ
クに加えて、衣料等の繊維類や自動車製造過程で発
生する塗料滓についてもコークス炉化学原料化法を
用いてリサイクルに努めております。
このたび君津製鐵所が達成した累計処理量100
万トンによる環境負荷削減効果は、CO２削減とし
ては約320万トン、埋め立て処分の回避としては約
400万㎥となります。ちなみに、CO２削減320万ト
ンは、約60万世帯（船橋市）が一年間に排出する
量に相当します。
コークス炉化学原料化法では、既存のコーク
ス炉を有効利用し、プラスチックを約1200℃で
高温乾留して、炭化水素油（40％）、コークス
（20％）、コークス炉ガス（40％）といった安定

な物質に熱分解し、ほぼ100％有効利用していま
す。分解・回収した炭化水素油は新日鐵住金グルー
プの化学工場等でプラスチック原料等に再生し、
コークスは製鉄原料として、コークス炉ガスは製鉄
所内のエネルギーとして直接利用しています。コー
クス炉化学原料化法はプラスチックを高温で乾留す
るため有害物質の残留がなく、コークス炉や化学工
場等の既存の設備、プロセスを有効利用しているた
め、リサイクルの効率性、質、安全性に優れた手法
です（＊）。
新日鐵住金は、今後もコークス炉化学原料化法に
よる取り組みを通じて、省エネ、CO2削減、循環型
社会の形成に貢献していきます。
（＊）社外表彰受賞実績
・グッドデザイン賞金賞（平成14年度）
・日本エネルギー学会賞（平成15年度）
・日経地球環境技術賞（平成15年度）
・大河内記念生産賞（平成23年度）
・プラスチックリサイクル化学研究会技術功績賞
（平成25年度）
・文部科学大臣表彰科学技術賞（平成26年度）

本日のお話しの流れ
⑴容器リサイクル法の概要
⑵プラスチックリサイクルの認定手法
⑶君津におけるプラスチックリサイクルの実施状況
⑷今後の取り組み
⑸ご質問への対応
ニコニコＢＯＸ
隈元 雅博
小柳様、本日はお忙しい中、貴重な
お話をありがとうございました。今
後ともどうぞよろしくお願い致しま
す。
北見先輩、ご入会おめでとうござい
ます。秋元パストガバナーや北見先
輩の作られた君津ロータリーの会員
としてこれからも仲間と共に地域貢
献と世界平和活動に努めてまいりま

す。
	～Think Glocal～（シンク グロー
カル）「地域貢献と世界平和活動の
両立」を共に目指して行動しましょ
う！
荒井潤一郎
かずさマジックは残念でしたが、12
月４日（月）には今シーズン最後の
行事、納会があります。皆で参加し
ましょう。私の記念日ありがとうご
ざいました。
宮本 茂一
北見先輩、入会ありがとうございま
す。万感の思いです。
大住 昌弘
昨日、墨田区の曳船～向島～浅草を
散歩して来ました。先日、日経新聞
に出た「河原の天丼」も堪能して来
ました。昔ながらの昭和情緒は良い
ですね。上野の東博の「運慶展」は
見ものでした。11月24日（金）迄
です。時間のある方は是非！
誕生祝い・私の記念日ありがとうご
ざいました。
遠田 祐治
京セラドーム応援の合間に奈良へ行
きました。通りすがりの見知らぬオ
バサマからは「正倉院展」のただ券
を貰いました。神様は見てくれてい
るんだなぁ。
私の記念日ありがとうございまし
た。
小川 哲也
小柳さん、貴重なお話ありがとうご
ざいました。
野球応援はお疲れ様でした。次に期
待しましょう！
誕生祝いありがとうございました。
内山貴美子
小柳室長様、本日は来訪ありがとう
ございます。
谷
浩司
小柳様、卓話ありがとうございまし
た。
北見様、ようこそ君津ロータリー
へ。
先日、榛名山に行って来ました。紅
葉がとても綺麗でした。今度はゆっ
くり行きたいと思います。
時下 俊一
マジックの応援の皆様、お疲れ様で
した。残念でしたが、直近の状況か
ら見て上出来というレベルだと思い
ます。
北見様の入会を心より歓迎いたしま
す。
小柳様、卓話ありがとうございまし
た。
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ここの所、食欲の秋？のせいか体重
が増えて太ってきてしまいました。
少しダイエットを始めようと思って
います。
日本選手権、応援お疲れ様でした。
かずさマジック８強進出おめでとう
ございました。
北見さん、お帰りなさい。
かずさマジック、応援ご苦労様で
した。縁起を担いで連日の「勝（カ
ツ）カレー」。ピンチには「中継ぎ
山川」「クローザー山田」、当社の
両選手のお陰で口内炎ができました
（笑）。
かずさマジック、あと一歩でした
ね。でも、しっかり楽しませて頂き
ましたし、地域の盛り上がりに繋
がって良かったです。
11日の土曜日、山の上の学校、周西
中学校50周年式典に会長代理で参加
して来ました。私我母校です。大和
田小学校も50周年です。大和田小、
坂田小の児童も参加。君高もお手伝
いしての山の上４校の協力体制がと
ても心地良く、素敵な式典でした。
私事、孫が帰って来ました。とても
幸せな日々が始まりました。とても
可愛いですよ！
！
小柳様、卓話ありがとうございまし
た。私の記念日ありがとうございま
した。
かずさマジック、惜しかったですが
健闘を称えたいと思います。久しぶ
りに大阪まで行けて良い思い出にな
りました。
かずさマジック、健闘しましたが惜
しかったですね！
小柳さん、貴重な卓話ありがとうご
ざいました。
久しぶりの例会出席です。皆様から
忘れられないよう頑張ります。
11月11日、周西中学校創立50周年
をお祝いする会が無事終了すること
が出来ました。ロータリーの皆様に
も多くのご協賛・ご支援を頂きまし
た。お陰様で盛大にお祝いすること
が出来ました。ありがとうございま
した。
先週のかずさマジックの応援、ご苦
労様でした。京セラドームとの往復
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は多少疲れましたが、ベスト８入り
は良く健闘した結果だと思います。
来年こそ優勝を期待したいと思って
います。
北見様、これから宜しくお願い致し
ます。又、本日は弊社事業に関する
卓話の機会を頂きありがとうござい
ます。加えて、かずさマジックへの
ご声援ありがとうございました。少
なくとも応援は、地元大阪の日生を
圧倒していたと思います。ありがと
うございました。
かずさマジック、ベスト８進出。投
手陣は両チーム共に安定した実力を
発揮する中、当方の打線の連打が出
ず惜しいところでした。日本生命さ
んの新人さんのホームラン見事でし
た。かすさマジックには、この経験
を来年の東京並びに大阪ドームでの
日本一達成に活かして欲しいところ
です。
本日は小柳室長におかれましてはお
忙しい中、卓話して頂きありがとう
ございます。
かずさマジックの健闘にも心より拍
手を送りたいです。
・新日鐵住金かずさマジック、残
念でしたね。応援に行かれた皆さ
ん、ご苦労様でした。
・北見さん、お帰りなさい。また一
緒にロータリー活動頑張りましょ
う。
・席替え抽選に当たりました。
小柳様、貴重な卓話ありがとうござ
いました。改めてプラスチックリサ
イクルの概要を勉強させて頂きまし
た。
小柳様、卓話ありがとうございまし
た。
インフルエンザが出始めているよう
です。体に気をつけてロータリー活
動を頑張りましょう。
小柳様、卓話ありがとうございまし
た。
北見さん、お帰りなさい！よろしく
お願い致します。
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