
（敬称略）

◇お世話になります。野村さんの卓話聞きに来ました。

はまゆうＲＣ 矢田様

◇お世話になります。 田辺ＲＣ 中松様

◇新規会員 野村君 岩崎君卓話頑張って下さい。

福留・橋本・平野・本田・片井・畔田・森本

中川・中嶋・坂本・武田・竹村・谷峯・谷本

谷中・内芝 上原・早稲田・山本・安井・吉本

◇野村さん卓話頑張って 岩崎

◇卓話頑張ります。 野村

◇西谷さんおめでとう！元気でなにより！

木村・丸山 博之・内芝

◇歩こう会の皆様ご迷惑をおかけしました。 西谷

◇ＳＡＡの安井さんいつ発表ですか？楽しみにしてい

ます。 後藤

◇1.私達の結婚記念日です。2.嫁の誕生日です。

3.入院生活頑張っています、もうすぐ退院します。

4.岩崎君卓話頑張って下さい。 愛須

◇結婚記念日 愛須

◇本人誕生日 石井・宇都・吉田

◇奥様誕生日 愛須・掘・宇都

◇お花頂きます 佐田

■本日のプログラムは新会員卓話として新会員の野村

憲司君と岩崎 泰人君です。後ほど、よろしくお願

い致します。

■10月20日(土)クラブ会長・幹事会が新宮商工会議所

で開催されます。私、会長と吉本幹事の2人、出席

して参ります。

■米山記念奨学会より

米山功労者への感謝

状が、国際ロータリ

ー日本事務局より

ポール・ハリス・フ

ェロー認証状とバッ

ジが、後藤信博君に

届いています。先週は欠席でしたので、本日お渡し

します。

■10月10日に開催された定例理事会の報告を致します。

◎指名委員選出について…田辺東ＲＣ内規に基づき、

上原 俊宏君（直前会長）、橋本 隆君（現会長）、

竹村 英一君（会長エレクト）、後藤 信博君

（会員）、泉 房次朗君（理事 会員）の5名が

選出され、承認されました。

◎留学生の生活費の件…

本年度予算の予備費より捻出する。

◎9月20日の米山記念奨学生の歓迎会をメークアッ

プとする件…承認。

◎新入会員を親睦委員会に配属する件…承認

◎親睦会をメークアップとする件…みんなに公平な

親睦会なら（例えば家族も含めたような）

→会長・幹事で検討。

◎愛須勝章君 体調不良 10月3日～出席義務免除

とする件…承認（1カ月）

◎西谷次彦君 入院 10月10日～出席義務免除とす

る件…承認（1カ月）
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会員数 義務免除 欠席者数 本日出席率

52名 5名 8名 82．98％

10月3日修正出席率 93.75％

司会者

唱 歌

橋本 隆 会長

出席報告

田辺東ロータリークラブ週報

“田辺東ロータリー賛歌”

石井 達 君

会長報告
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本日のビジター

田辺ＲＣ

矢田 篤司 様

中松 村夫 様

田辺はまゆうＲＣ



■例会日時変更

◎白浜ＲＣ 10月26日(金)→ 10月28日(日) 9:00～

場所：ビッグ・アイ＜地区大会＞

◎田辺はまゆうＲＣ

10月23日(火)→ 10月23日(火)10：00～15：00

1.場所：近畿大学水産研究所 白浜実験所

＜職場見学及び研修会＞

2.場所：ホテル古賀ノ井 ＜家族親睦会＞

10月30日(火)→ 10月28日(日)

場所：ビッグ・アイ＜地区大会＞

◎有田2000ＲＣ

10月31日(水)→ 10月27日(土)28日(日)

場所：ビッグ・アイ＜地区大会＞

11月 7日(水)→ 11月3日(土)4日(日)

＜会員一泊親睦例会＞

◎高野山ＲＣ

10月19日(金)→ 移動例会

＜「ロータリー100年の森林(もり)」清掃例会＞

10月26日(金)→ 10月28日(日)

＜国際ロータリー2640地区2012～13年度地区大会＞

◎和歌山北ＲＣ

11月 5日(月)→ 11月 4日(日)11：45～

場所：京都 レストラン嵐山＜秋の親睦家族例会＞

■メークアップ

◎10月10日(水)理事会

橋本隆君、畑地誠君、平野好史君、泉房次朗君、

片井貢君、岡本博君、坂本正人君、武田静也君、

上原俊宏君、吉本正美君

■回覧

◎週報「白浜ＲＣ」「橋本ＲＣ」

◎関西電力株式会社さんより「わっと秋号」

◎「英語版ロータリアン10月号」

◎「ハイライトよねやま151号」

◎ガバナー事務所より

「国際ロータリー理事指名委員会の報告」

「ＲＩ職業奉仕リーダーシップ賞について」

「スピーカーバンク登録のお願いについて」

◎ 40周年委員会

中川 文恵君

先週お願いしたアンケ

ート報告提出お願いい

たします。

◎国際奉仕 坂本 正人君

10月24日例会に奨学生の

プッタワン様が来られま

すので皆さん出席宜しく

お願いします。

◎西谷 次彦君より

歩こう会の参加中に倒れ

てしまいましたが無事に

復活しました。お騒がせ

しました。命の大切さを

感じました。

会 員 卓 話

1. 自己紹介と近況報告

2. 会社概要

3. 廃棄物について

廃棄物とは不要物であり、

かつ、そのものが他人に有償で売却する事が出来なくなっ

たものをいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃

棄物処理法）等の関係法令によって、その保管、運搬、

処分の方法が規制されています。身近な法令として

・容器包装リサイクル法 ・家電リサイクル法

・資源有効利用促進法 ・建設リサイクル法

・自動車リサイクル法 ・グリーン購入法

・食品リサイクル法 ・振動規制法

・悪臭防止法 ・水質汚濁防止法

・土壌汚染対策法 等

これらは一部の関係する法律ですが、この他にもさま

ざまな法令、条例、計画などによって規制されておりこ

れらにのっとり処理しなければなりません。

廃棄物は大きく分けて２つに分類されます。

産業廃棄物 （事業活動に伴って生じ

た廃棄物であって廃棄物処理法

で規定された20種類の廃棄物）

特別管理産業廃棄物

（爆発性、毒性、感染性のある廃棄物）

一般廃棄物 事業系一般廃棄物

（事業活動に伴って生じ

た廃棄物で産廃以外）

生活系廃棄物（家庭ごみ）

http://tanabe-east-rc.com/

委 員 会 報 告

野村 憲司君

本日のプログラム

幹事報告

廃

棄

物



弊社は、産業廃棄物収集運搬業許可（和歌山県）、処

分業許可（和歌山県）一般廃棄物収集運搬業許可（田

辺市）を取得して営業しています。

日々勉強の精神を持って地域に密着した会社づくりを

めざしています。廃棄物のことならどんなことでも構

いませんので、何でもお気軽にご相談ください。

専門スタッフがご対応させていただきます。

会 員 卓 話

かむ（噛む、咬む、
咀む、嚼む、ｅｔｃ・・・）

人間は口で食物を細かく噛み砕いて胃や腸に送

ることにより栄養摂取を行いますが、歯という器

官がその重要な役目を担っています。

又上下の歯が正しく噛み合う事がスポーツをす

る者にとっては大変重要だと近年よくいわれてい

ます。

土俵の鬼といわれた先代二子山親方は、土俵に

金が埋まっているという名言で有名ですが、歯が

悪い者は力士として大成しないという言葉も残し

ています。

野球界では元南海ホークスの三冠王捕手、後に

は監督となった野村氏は噛み合わせの悪い選手は

ホームランを打てないといっています。そして正

しく噛む事はストレス解消にも役立っています。

アメリカのアポロ計画当時、食べ物を流動食状

態にしていたところ宇宙飛行士から不平不満が噴

出し、同じような食事をしていたソビエトの飛行

士はそれを理由に搭乗拒否を訴えたほどです。イ

ライラして仕事が全く手につかない状態にまでなっ

たそうです。

このように噛む事の重要性を少し変わった視点

から興味あるエピソードを交えながら卓話させて

もらおうかと思っています。

・ 我が家では 子供ポケモン パパノケモン

・ ときめきは 四十路過ぎると 不整脈

・ 指舐めて ページをめくる アイパッド

・ ボーナスは メガネかけても 飛び出さず

・ おこらすな ママのいかりは パパにくる

・ 最近は ケータイ無いと 字が書けず

・ そびえ立つ 妻は我が家の スカイツリー

・ 子育てが やっと終わって 次は親

・ 上司より 頼れる使える スマートフォン

・ 「パパ嫌い」 だけどお前は パパ似だよ

・ 積もりゆく そんな風情は ゴミになし

・ ゴミ箱へ パソコンみたいに いかないの？

・ あてつけに あぁ忙しいと 働く妻

・ 大掃除 口より身体と 妻が言う

・ 裏技の 披露ばかりで はかどらず

・ 掃除から 妥協を学ぶ 年の暮れ

・ その口も きれいにしたい 反抗期

・ 一児より 二次に手をかけ 家事惨事

・ 39（三重苦） 金なし嫁なし あせりなし

・ 好きな子を 奪い合わずに 語り合う

・ 国会に 政治オタクが 何故いない

・ 今日もまた 佐川の人から サイン攻め

・ 海賊王？ それより課長に なってパパ

・ ニコ生で 神と呼ばれて 道外す

・ 俺の嫁 ならば作者は 俺の義父

・ 婆さんや 熟女のフィギア 無いのかい

・ 父母会が 腐母会になる 昼下がり

・ おばさんに 男子トイレで せかされる

岩崎 泰人君

掘会員から頂いた 『紫ホトトギス』

サラリーマン川柳

お 掃 除 川 柳

お た く 川 柳

http://tanabe-east-rc.com/


