
第1239回　平成29年1月19日号

本日の出席率８３.３３％：会員数４４名・出席３１名・欠席７名・出席規定免除会員（６）４名・ビジター２名

前々回の修正出席率９７.４４％：出席１９名・メークアッ１４名・出席規定免除会員出席５名

　皆さんこんにちは。 すっきりしな

い天気が続きますが皆さん元気で

何よりです。

　本日、 御来訪いただいた佐世保

北ロータリークラブの渡会 祐二様

は、 佐世保フロンティア法律事務

所代表で、 今月新しく入会した馬

渡 圭一君をご紹介いただきました。 重ねてお礼申し上げます。

　先週の新年例会は、 大変お疲れ様でした。 新年のスタートに

あたり、 新入会員４名のご紹介が出来ましたことは、 池永 隆司

会員増強委員長をはじめ会員皆様の御協力のお陰であります。

感謝を申し上げます。

　これからの活動を通じて佐世保中央ロータリークラブに入会し

てよかったと思えるように、 会員同士が連携し活動を推進してい

きたいと思っております。 大変簡単ですけど挨拶といたします。

ありがとうございました。

１．例会変更
ありません。

　　

２．来　　信
・国際ロータリー
  国際ロータリー人頭分担金請求書

・ガバナー事務所 
  デザインが一新されたロータリーウェブサイト Rotary.org の　

　ご案内
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佐世保南ロータリークラブ　　 　　　　　　 直江　弘明 様

佐世保北ロータリークラブ　　　　　　　　　渡会　祐二 様

　・国際ロータリー日本事務局より
      竹本 慶三さん、 田雑 豪裕さん、 四元 清安さん、 馬場 貴博

　　　さんへポールハリス ・ フェロー　ピンの送付

・２０１６－１７年度地区大会事務局
  地区大会登録関係資料の送付ご案内

・北松浦ロータリークラブ　会長 永田 章様
  平戸 ・ 北松浦 ・ 松浦３クラブ合同例会のご案内

日時　２月２５日 （土） 点鐘　１８時

場所　サンパーク吉井

講演　「ロータリー温故知新」　

講師　岩永 信昭パストガバナー

・海上自衛隊佐世保地方総監
  海上自衛隊 佐世保音楽隊第４５回定期演奏会のご案内

日時　３月４日 （土） 午後２時～午後４時

場所　アルカス SASEBO　大ホール

３．依頼・伝達
　 ・２月２５日に開催される平戸 ・ 北松浦 ・ 松浦　３クラブ合同例  

　　  会に会長と幹事が出席します。

　  ・ 次回、 １月２６日は吉野英樹君、 馬渡圭一君の新入会員卓

　　　話です。

                     ポールハリス・フェロー　ピンの贈呈    
　 ＊ 竹本 慶三 君 ・田雑 豪裕君・四元 清安君・馬場 貴博君＊　
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本日の合計　　　　    13,000 円

本年度の累計　　　 570,000 円

佐世保北ロータリークラブ　渡会祐二様
佐世保北ロータリークラブの渡会です。 本日はお世話になり

ます。 また、私にとってもご縁のある方の多い佐世保中央ロー

タリークラブ様に、 当事務所の弁護士の馬渡先生を入会させ

たいただきまして、 大変嬉しく思っております。

手前味噌ですみませんが、 馬渡先生は一人の人間としても、

弁護士としても素晴らしい好青年だと思っておりますので、

可愛がっていただければと思います。 どうぞよろしくお願い致

します。

山瀧 正久会長・岩政 孝副会長・岡 光正幹事
皆様こんにちは！佐世保南ロータリークラブ 直江 弘明様、

１月　１日　馬場　貴博・恭子 　ご夫妻
１月１４日　大久保厚司・ゆりえ ご夫妻

■ 新入会員卓話 ■
片桐 康利君
　皆様、 こんにちは。 前回の例会より入

会をさせて頂きました、 新入会員の片桐

康利です。

　

　先日は、 皆様方に多大なる歓迎を賜り

まして誠にありがとうございました。 また、 本日は貴重な例会の

時間を頂きまして卓話という機会を頂きましてありがとうございま

す。 不慣れな点はご容赦頂ければとお願いいたします。

池永 隆司会員増強特別委員会委員長
会員増強の現状

　先週の例会から井手 陽一君、 片桐 康利君、 吉野 英樹君、

馬渡 圭一君に入会して頂き、 来週の例会で田添 直記君に入

会して頂く予定です。 ５名入会、 純増４名を達成することができ

そうです。これも会員皆様のご協力のおかげだと思っております。

昭和３３年１月　１日　本田　実 　君
昭和３６年１月　２日　糸瀬　新　 君
昭和４５年１月　４日   吉野　英樹 君
昭和３２年１月１２日　浅野　訓一 君
昭和３４年１月２８日　崎山　信幸 君
昭和２５年１月３０日　竹本　慶三 君

佐世保北ロータリークラブ 渡会 祐二様のご来訪を心より歓

迎いたします。

さて、 先週の新年例会では、 皆様方のご協力により４名の新

入会員を迎える事ができました。ご協力に感謝申し上げます。

早速、 本日の例会にて井手 陽一君、 片桐 康利君の卓話に

なっております。 緊張されると思いますが、 大変楽しみにし

ております。 本日もどうぞよろしくお願いいたします。

竹本 慶三君
誕生祝、 ありがとうございます。

浅野 訓一君
６０才になり１週間が経ち、 少し６０才らしくなってきました。 昨

日は仲間うちでの還暦祝いをうけ、 赤い登山帽をプレゼント

にいただきました。

崎山 信幸君
１月２８日、 今年の誕生日は極寒の地 旭川で迎えます。 旭

川に行かれるメンバーの皆様、 誕生会よろしくお願いいたし

ます。

本田 実君
誕生日を迎えて、 アラ還になりました。

馬場 貴博君
１月１日というめでたい日にしたのはお互いにボケてもこの日

は忘れんやろうということで、結婚記念日にニコニコいたします。

糸瀬 新君
バースディ祝いありがとうございました。 １月２日で５６才になり

ました。 また１年頑張りたいと思います。

吉野 英樹君
誕生日、 おめでとうございます。
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ＳＡＡ：宮﨑 正典君

次回例会／１月２６日１２：３０～

　私は有限会社サンビッグという会社を経営しております。

しかし、 皆様方には片桐計量器店という会社名のほうがご存知

の方が多いのではと思っております。 計量器店は皆様方にお

世話になりまして、 祖父の代から現在に至るまで湊町において

事業をさせて頂いています。 現在は秤といってもあまり見かけ

なくなりましたが、 昔は物のバラ売りが当たり前の時代にあり、

その取引の正当性を担保するために多く使われていました。

　しかし、 時代の変化に伴って小売店の形状も変化し、 その

流れにおいて秤は、 お客様の目にするところにおいては見か

けないようになり秤業界も変化を遂げてきました。 そのような中、

現在も佐世保において事業を続けさせて頂けているのは、 皆

様方にお世話になっていること、 そして長崎県より秤の検定 ・

検査を代行させて頂く機会を得たからではないかと思っており

計量器店においてはこれくらいにして、 サンビッグの話に戻りま

すが、 父が諫早市において、 当時は軽トラックでちり紙交換か

ら始めまして、 古紙のリサイクル業をスタートし、 古紙問屋とし

て、 長崎県リサイクル協同組合の支部にならせていただきまし

て、 多くの組合の皆様に支えて頂きながら、 廃棄物の収集 ・

処分までやっています。 皆様のおかげをもちまして、現在では、

佐世保、 大村、 諫早に事業所を置かせていただき、 長崎県

内全般において事業をさせて頂いております。

　さて、 本日は折角このような機会を頂きましたので、 廃棄物

における皆様にぜひ知っておいて頂きたいことについて、 お話

を続けたいと思います。

　一つは、 排出者責任というものです。 これは、 廃棄物処理

法において廃棄物を排出するものは、 自らごみを法律の基準

に合わせて処理をしなさいというものです。 しかし、 自分でご

みを燃やす焼却炉、 リサイクルする施設を設置して処理をする

ことは中々できません。 そこで、 廃棄物処理法には、 委託を

して良いというルールがあります。 現状皆様が廃棄物を処理さ

れている時に使われている方法はこれに当たるのかなと思いま

す。 ここで、 知っておいていただきたいのは、 委託をした先の

業者が適正に処理をしているのかを委託した排出者の責任に

おいて最後まで確認をしなければならないということです。 つま

り、 適正に処理しますよと受託側 （廃棄物処理業者） が言っ

ても万が一に不法な処理をした場合は、 その被害においてま

で排出者の責任になるということです。 当然支払ったお金は

返ってきません。 そのうえでもう一度、 お金を支払って処理し

なければならないということです。

　次に廃棄物の料金を安くしたい場合においてです。 もちろん

処理場の値段が安いところというのもありますが、 先ほど話した

点も考慮して頂く必要があります。 それとは別に、 廃棄物を分

別するということです。 弊社は、 古紙を多く扱っていますので、

古紙を例に挙げれば、 事務所におけるごみ （事業系一般廃

棄物） は、 紙を分別するだけでかなりの量が減ります。 また、

産業廃棄物においては項目ごとに料金が違いますので、 分別

をするだけで２割以上料金が安くなったりします。 混合廃棄物

（分別していない物） は分別が容易なものもありますが、 廃棄

物には処理方法が限定されているものがあり、 そのようなもの

は非常に高額になりますので他のごみと混合してしまうと、 その

高い方の処理料金に合わせられますので注意が必要です。 あ

とは分別することで資源物がリサイクルでき、 有価物となる場合

もあります。 詳しい話は、 ぜひ私を呼んでいただければとお願

い申し上げます。

　本日は、 貴重な時間を頂きましてありがとうございました。 新

入会員ということで、 皆様方のご指導ご鞭撻を頂戴できました

ら幸いです。 ありがとうございました。

井手 陽一君
　１月より入会いたしました、 井手 陽一と

申します。 木風町で建築設計をいたして

おります。 今福町生まれ、 黒髪小学校 ・

日宇中学校 ・ 佐世保南高等学校 ・ 日本

大学建築工学科に進み、 ６年間東京で

仕事をし、 佐世保に戻りました。 大学で覚えたゴルフを今でも

続けています。

　仕事内容は建築設計・構造計算・設計監理が主な内容です。

民間の仕事が中心で住宅 ・ 共同住宅 ・ 牛舎 ・ 保育園 ・ 倉庫 ・

事務所等建築物であれば、 何でもいたしております。 公共事

業も年に一度程度はいたしております。 最近では広田小学校

の設計をし、 今現在建築中です。

　建築も昭和５６年に新耐震設計に変わり構造的にも大きく変

化しました。 その後、 姉歯事件により意匠図面と構造図との整

合性等、 内容が厳しくなり設計に携わる方はかなり苦労されて

いるのが現状です。 計算費用は計算式にて算出していいいこ

ととなっていますが、 どうしても高額になるために民間の仕事に

おいては、 参考までで施主との相談の上で決定しています。

建築場所により設計以外に境界確認 ・ 開発 ・ 風致等、 設計

前に必要なこともありますので、 一概には言えませんが概ね工

事費の３％～１０％が目安となります。 公共事業は計算式に近

い数値となります。

　クラブの中にも知っている方が多くおられ安心しました。 今後

とも少しでもお役に立てるよう、 活動をしていきたいと思います。

よろしくお願いいたします。
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