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前回の例会 

  2021年 7月 30日(金)第 1920回 

卓 話  「 都市鉱山発掘隊の現状 」 

卓話者 社会福祉法人 美原の郷福祉会 障がい福祉サービス事業  

     ワークセンターつつじ 

       代表  川田 康弘 様 

紹介者  鶴 啓之 会員 

今週の歌 「奉仕の理想」 

     「あざみの歌」   

お客様の紹介・出席報告・会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

2021年 8月 6日第 1920号 

 

2021年 8月 6日(金)第 1921回 

卓 話  「 会員増強月間フォーラム 」 

卓話者   嶽盛 和三 会員増強委員長  

今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」 

     「バースディソング」 

お客様の紹介 

   米山奨学生（ベトナム） 

    グエン ティ ホアン オアン様 

出席報告・会長の時間 

委員会報告・幹事報告・ＳＡＡ報告 

〇会員・奥様誕生祝い 

中川 澄会員(10日) 中田 学会員(30日) 

奥野美津子様(3日) 辰 由華様 (5日) 

國井 藤子様(7日)  永富 絹代様(17日) 

畑中 暁子様(21日) 

 

 

 

2021-22年度 国際ロータリーのテーマ 

    「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」 

  国際ロータリー会長 シェカール・メータ（インド・カルカッタ-マハナガルRC） 

四つのテスト 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 

事務所  〒590-0940堺市堺区車之町西2丁1番30号 ポピア南海3階302号 

Tel（072)223-2300番  Fax(072)223-5005番 

URL     : https://www.sakai-kita.jp/ 

E-mail  ： snrc＠jasmine.ocn.ne.jp 

例会日 毎週金曜日 午後0時30分  

例会場 南海グリル 天兆閣別館 4階「ローズ」 Tel:(072)222-0131番（代表）  

ガバナー(第2640地区)  ： 豊岡 敬 

ガバナー事務所  URL   ： http://rid2640g.com/toyooka/  

E-mail ： toyooka@rid2640g.com 

会長：中川 澄  幹事：綿谷伸一  広報委員長：池田茂雄  編集者：國井 豊 

第 2640地区 堺北ロータリークラブ週報 

創立 1980年 10月 8日 

次回の例会 

 

時間 

 

 2021年 8月 20日(金)第 1922回 

卓 話「ＨＴＭＬプログラミングをやってみよう！」 

卓話者     藤永 誉 会員 

 ＊ 8月13日(金)は定款第7条第1節により休会  

   お間違いなきようお願いいたします。 

本日の例会 

 

時間 

 

＜7月30日(金)の出席報告＞ 
会 員 数            31名 
出席会員            21名 
欠席会員              10名 

    ゲスト              1名 
    ビジター            0名 
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     「 都市鉱山発掘隊の現状 」 

        社会福祉法人 美原の郷福祉会  

         障がい福祉サービス事業  

          ワークセンターつつじ 

            代表  川田 康弘 様 

紹介者：鶴 啓之 会員 

  

 初めまして。関西基板ネット

ワーク ワークセンターヴァン

サンクつつじ 川田です。 堺市

美原区で障がい者の就労支援を

行っている作業所です。鶴さん

のご紹介によりこの素晴らしい

場所へお招きいただき有難うございます。 

勉強不足によりかしこまった言葉は用意できて

いませんが、心を込めてお話しさせていただき

ますのでご了承ください。 よろしくお願いいた

します。  

 鶴さんとは平成 30年 7月に堺東南ロータリー

クラブの卓話で出会い、私たちの取り組みの話

を聞いてもらい、現在も心から支えていただい

ています。 今月 7月 19日にもご紹介いただき

パソコン 10台を回収させていただきました。 

いつも本当にありがとうございます。 

 今日は私どもの「小型家電解体リサイクル事

業の取り組み」を僭越ながらご紹介させていた

だきます。 

 そもそもなぜリサイクルが必要なのか? 

資源のない日本は海外からレアメタルを高額で

買取、 素晴らしい商品を作り出し、使い終われ

ばゴミとして焼却をして灰を埋めるか、海外へ

安く売り、そまつなリサイクルをされてレアメ

タルを高額で買い取るというもったいない事を

しています。 もちろん PM2.5 というおまけつき

です。 

 「資源のない日本」と話させてもらったのです

が、実は日本は世界一の金属資源大国なのを皆

さんご存知でしょうか? 使用済みの携帯電話や

パソコン、デジカメなどが会社や家の倉庫、 押

し入れで眠っているもの、これを都市鉱山とい

い日本の都市鉱山として蓄積れている金の埋蔵

割合は世界の 16パーセント (6500t) と世界一

の保有数です。 

 しかし都市鉱山発掘には人件費や費用がかかり

すぎるためなかなか発掘できていません。堺市

のリサイクル率も平成 28年度は 19.3% 令和 2年

では 16.7%と下がってきています。 

 ここで障がいを持つ仲間たち 「都市鉱山発掘

隊」の出番です。 自閉症、ダウン症、アスペル

ガー症候群、知的障がいと様々な障がいを持つ

仲間たちがいます。 彼ら、彼女たちは毎日コツ

コツと手作業でパソコンの解体をして都市鉱山 

発掘に挑んでいます。 

障がいの特性を生かし、一日 20台のパソコンを

解体する仲間もいます。障がいの特性とはずば

抜けた集中力とリセット力！敬意をこめてマイ

スターと呼んでいます。 

 なぜ障がい者施設が小型家電解体をするのか。 

障がい者の日本の全国平均工賃は 1万 6,118円

で 大阪府は 1万 2,688円、3年前まではワース

ト 1を独占していたのですが、山形県を抜きワ

ースト 2位です。  

ヴァンサンクつつじでは 7年かかってしまいま

したが現在月平均 3万 5,000円の工賃を支払え

るようになりました。  

大阪がワースト 2位に上がれたのも私たちの頑

張りやな～っと一人でお風呂でニヤニヤしたこ

ともあります。 

目標工賃は 5万円!! 

この 5万円は障害年金 7万円～8万円あり、プラ

ス 5万円アルバイトの方と同じ収入。この金額

は必ず必要な額だと考えています。 

 現在ではダイキン工業労働組合さん、 ユニバ

ーサルスタジオさん、 富士フィルム (富士ゼロ

ックス) さん、 JAM大阪さんがこのリサイクル

事業にご協力いただき、たくさんのパソコンを

拠出してくれていますが、目標工賃 5万円に到

達するにはまだまだ使用済みパソコンが必要で

す。 

 皆様方の会社やお知り合いの病院、学校等でパ

ソコンの廃棄に困っている方がおられましたら

ご紹介ください。 パソコン内のデーターもしっ

かりと物理消去しますのでご安心ください。 

 私が何時間もお話をするよりプロがまとめた動

画がありますので 6分間だけ見てください。 

（DVD 視聴） 

 このような取り組みを行っています。ここで私

のケーススタディーを少しだけお話しさせてく

ださい。 

 小学校は親の離婚や金銭面の事で 3つの小学校

卓  話 
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を転々としました。いじめっ子をいじめるのが

得意でした。晩御飯がないときが多かったので

私の命綱は給食でした。おかわりは私がいなく

ちゃ始まらない給食会の網元です。委員会も給

食委員会でした。 

中学校に入り体の強さを生かし「番長」。卒業し

て暴走族の「総長」の称号を獲得!! その時はか

っこいいと思っていました。 

社会人になりシュートボクシングに励み、関西

のチャンピオンを獲得、プロになり 3戦目で眼

底と文字通り鼻を折られ引退。堺市委託業者ご

み収集業で働かせてもらっているときに、もっ

たいないという気持ちと、障がい者の力を借り

て行うこのリサイクル事業「基板事業」に 出会

い、現在に至ります。 

 正直小さな枠の中で自分が強いと思っていると

きは、障害を持つ人や自分より弱い人は下に見

ていました。 

人が人を下に見るという最低なことをしていま

した。 

 この基板事業に出会い、私にできる事、 車を

運転しこのように皆さんに話を聞いてもらうこ

とやパソコンを集める事。 マイスターのできる

事、 営業先に思いを伝える事、コツコツ解体す

ることをお互い力を合わせれば CO2の削減、 レ

アメタル採掘、 資源国内循環という大きなこと

までつながることを知り、 私の小ささを知りま

した。 

 ここにお集まりの大御所が私たちの取り組み

に賛同してくれることを願い私の話を終わらせ

ていただきます。 

 

最後に 

1 真実かどうか     真実です 

2 みんな公平か     公平です 

3 好意と友情を深めるか 

 マイスターとの好意と友情を深めれます 

4みんなの為になるかどうか 

 世界ではなく地球で考えてください 

御清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 中川 澄 

 

 去る 7月 18日、2640地区の会

長幹事会が開催されました。その

とき、ＲＩでロータリーの組織を

大きく変えようという提案がな

されているとの報告がありまし

た。 

あくまで提案段階であり、採用されるかどうか未

定ですが、かなり大きな変更案ですので、皆様に

も議論の内容を知っていただきたいと考えてお

ります。 

 提案は、ロータリー未来形成（ＳＲＦ）と名付

けられています。その内容は、 

 ① ３４のゾーンは維持 

 ② 理事会任命の Global Volunteer Carde を 

  置く 

 ③ 現時の地区・ガバナー制は廃止 

 ④ 世界を２８程度のリージョンに区分 

  （言語・民族等による） 

 ⑤ １５００～１６００人のロータリアン人 

   数のクラブによるセクションの設置 

 ⑥ ６つのパイロットリージョンを実施する 

 ⑦ リージョナルカウンシル・セクションリー 

  ダーは、ローターアクトからの就任も可 

というものです。 

ＳＲＦの提案理由は、機敏なガバナンス構造の形

成、地域性の重視とされております。 

2030 年からの実施を目指しており、2022 年の規

程審議会に、ＳＲＦに関する何らかの提案がなさ

れる見込みとのことです。 

 このＳＲＦについて、現在、2640地区では批判

会長の時間 

 

時間 
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的な意見が多く、今年 5月に開かれた規程審議会

代表議員セミナーでは、7 人の代表議員が全員反

対の意見を表明したとのことです。 

 

「臨時会員総会議事録」 

議長：会長 中川 澄 

日時：令和 3年 7月 30日（金）於：例会場 

議案： 

1.2020-21年度 決算の件・・・承認 

（池田会計より説明あり） 

2. 創立 40周年記念行事・会計報告書の件 

 ・・・承認 （池田会計より説明あり） 

会員数 31名、出席会員 21名で、クラブ細則第 5

条第 3節の規定により定足しており、会員総会は

有効に成立。上記2議案、賛成多数で承認を得た。 

 

 

 

（50音順） 

澤井久和会員 8月 1日～3日宮崎に逃亡！ 

嶽盛和三会員 川田様、卓話楽しみにしています。 

       感染拡大おかしな(変な)感じで 

       すネ。どの様になるのでしょう。 

鶴 啓之会員 川田様ようこそ堺北ロータリー 

       クラブに。今回の福祉の輪をます 

       ます広げましょう！ 

中川 澄会員 川田様、ようこそお越し下さいま 

       した。卓話よろしくお願いします。 

𠮷村博勝会員 川田康弘様、本日卓話よろしくお 

       願いします。堺東南ＲＣの時お世    

       話になりました。 

綿谷伸一会員 ワークセンター代表 川田康弘様   

       本日卓話よろしくお願いします。              

            合計１５，０００円 

 

 

 

（１）配布物 

 ・週報   ・卓話資料  ・会長の時間資料 

（２）８月例会について 

 2 日より再び緊急事態宣言が発令されましたが、

クラブ内のワクチンの接種も順調に進んでいる

ことから、今回は予定通り例会を開催していくこ

とにいたします。尚、8 月最終週の例会につきま

しては、また決定次第後日ご連絡いたします。 

 

 

 

第２回 定例理事会 

2021-22年度理事会構成メンバー 

 中川、塩見、笹山、綿谷、池田、木畑、坂田、 

 中田、池永、藤永、畑中（会計監事：永富） 

日時：２０２１年７月３０日（金）例会後 

場所：「南海グリル 東店3Ｆ」 会議室 

議案：   

１．7月度 8ＲＣ連絡会について － 報告 

２．緊急事態宣言が出た場合の例会について 

  ・クラブ内のワクチン接種も進んでいること 

   から、例会場の使用ができるようであれば 

   開催 － 承認   

３. RLIのDL(デイスカッションリーダー)研修に 

  ついて ・平野祥之会員参加 － 承認 

４. 事務局夏季休暇の件 

  ・8月 11日（水）～15日（日）まで 

   但し 8月 9日（振替休日･月）は出勤 

 

８ＲＣ連絡会 

7月度 堺８RC新旧合同連絡会議事録 

日時：2021年 7月 15日（木）14：30～ 

場所：ホテル・アゴーラリージェンシー大阪堺 

議案： 

１．IM復活について（堺中 RC） 

 前年度よりの本件の経緯について説明、西谷ｶﾞ

ﾊﾞﾅｰ補佐様の確認を経て、各クラブより本件の実

施同意の確認結果を報告していただいた。その結

果、実施については全クラブ同意、ただし、２ク

ラブより、その具体的内容をもって改めてクラブ

内で確認を図りたい、との意見があった。その後、

本件の進め方について議論が行われた。 

その準備委員会として 

① 本連絡会とは別にベテランのロータリアンの

リーダーと各クラブよりの若手の委員で構成さ

れる準備委員会を設ける案 

② 本件の方向性について先ず各クラブでの要望

を出してもらい、本連絡会で議論し、まとめた後、

その方向性に適する委員会及びメンバーなどを

新ためて本連絡会で決める案などが提案された。

その結果、準備委員会の前段階として、②の案で

各クラブの要望をまとめることから始めること

で全員の同意を得た。 

２．６月度堺 8RC新旧合同連絡会 収支報告につ 

 いて（堺北 RC） 

堺北 RC より収支報告書に基づいて報告がなされ

た。 

SAA報告 

 

時間 

 

幹事報告 

 

時間 

 

そ の 他 

 

時間 

 


