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こころの中をみつめよう 博愛を広げるために

点鐘　…山口巖雄 会長

斉唱　…君が代・厚木 RC の歌

ゲスト紹介

今　和広様

（大和証券（株））

張　瑞さん

（ロータリー米山記念奨学生）

会長報告

◎ガバナー事務所より
・ 国際奉仕事業参加のお願い
 RI第3650地区（韓国）との国際奉仕事業参加につ

いて
◎ 国際ロータリー日本事務局より

・ １０月のロータリーレート　１ドル＝７８円　
◎厚木青年会議所より

・夢と希望の架け橋事業　報告書

幹事報告

◎例会変更　
＊座間RC
・地区大会に振り替え
 日時：10月19日（水）→16日（日）12時 点鐘
・座間市民ふるさとまつり
 日時：1月9日（水）→11月6日（日）12時 点鐘
 場所：座間市立座間中学校
＊海老名RC

・ 休会　10月10日（月）
・ 地区大会に振り替え

日時：10月17日（月）→16日（日）12時 点鐘
＊海老名欅RC

・ 地区大会に振り替え
日時：10月20日（木）→16日（日）12時 点鐘

＊秦野名水RC
・ 地区大会に振り替え

日時：10月20日（木）→16日（日）12時 点鐘
◎週報

1. 厚木中ＲＣ
2. 座間ＲＣ
3. 川崎ＲＣ

スマイル

山口巖雄会長
常磐さん法律事務所開所お目出とうございます。
益々のご繁栄をお祈り申し上げます。

山口巖雄会長
吉岡さん、おかげ様でパン喰い競争、子供からお年寄
りまで500人の参加、盛大になごやかに楽しく出来ま
した。ご協力ありがとうございました。

第2484回例会（10月4日）☆司会　前田賢一 副SAA

今日のお祝い　「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」

＊誕生日
　壽永純昭君（10月14日）
　黒栁告芳君（10月18日）

＊夫人誕生日
　会田　明君（敏枝夫人　10月13日）

今日の例会（2011年 10月 11日）

「職業奉仕・親睦活動例会」
担当：職業奉仕・親睦活動委員長

次回の例会（2011年 10月 18日）

「未定」
担当：黒栁告芳



会田義明君
先週は事業所開設のお祝いありがとうございまし
た。また、本日は父の誕生日のお祝いと入会記念のお
祝いをありがとうございました。

会田義明君
常磐さん、事務局開設おめでとうございます。事務所
にお祝いに行けませんでしたので本日スマイルさせ
ていただきます。

西迫　哲君
先週は上海に出張していた為、出席できず申し訳御座
居ませんでした。日頃の行いが良い為か、地下鉄の事故
にも合わず無事に帰国できました。

常磐重雄君
先週の事務所開きには、多数の方にお越し頂き、あり
がとうございました。今後とも新横浜付近にお越しの
際にはお気軽にお立寄下さい。感謝のスマイルです！

田口周介君
120年前に発表した「アサヒビール」の復刻版をご紹
介いたします。是非ご賞味ください。

黄金井康己君
今朝より、今年の清酒の仕込みが始まりました。酒屋
で最も活気のある時期が始まりました。

壽永純昭 君
妻の誕生日が近くなりました。お花をいただく事を
たのしみにしております。これからもよろしくお願
いします。

吉岡　敏君
今月は米山月間ですので奨学生の張さんに卓話をお
願いしました。申し訳有りませんが所用のため本日
欠席しますのでカウンセラーの三宅会員にお願いし
ました。宜しくお願いします。

前田賢一君
明日で結婚20年になります。これからも末永く家庭
を守ってゆきたいです。

平沼義幸君
ネクタイを忘れてしまいました。申し訳ありません。
以降注意致します。

青木啓次君
所用により早退させて頂きます。

今日のお花

金
きんもくせい

木犀（壽永純昭君）

卓話「米山月間」

担当：ロータリー米山奨学委員会
講師：張　瑞さん（ロータリー米山記念奨学生）

日本の食品廃棄物の研究

ー家庭系についてー



出席報告　＜会員37名、出席対象33名＞

9 月 20 日例会　　確定出席率 97.22％ 10 月 4日例会　　出席 29名　欠席 4名　出席率 87.88％
＜欠席者＞

　難波有三君・十亀健志君・髙橋　宏君・西迫一郎君

研究背景

• 第二次世界大戦直後の貧困から高度経済成長期を
経て、日本の食生活は「飽食」の時代に入る。

• 日本の食糧自給率は４０％、残り６０％はほぼ輸入
に頼っている。この豊かな食生活は多く海外からの
輸入に依存している。多くの食料輸入は輸送される
間にも地球環境に大量の負荷を与える。

• 日本の食品廃棄物は年間約１９００万トン、ほとんど
一般廃棄物からの排出となり、中でも、家庭系から
の廃棄量は全体の６割にも及びる。

食品廃棄物の分類

食品廃棄物

産業廃棄物 一般廃棄物

製造業

事業系 家庭系

卸売業 小売業 外食産業

生ごみ、紙類

循環型社会（３Ｒ）

第2次循環型社会推進計画

リデュース

リサイクルリユース

リデュース（ゴミを減らす） リユース（繰り返し使う） リサイクル（資源として再生利用する）

家庭からの廃棄物

• 食品ロス→スーパーやコンビニ、飲食店な
どの事業系の食品ロスが想像

実は→家庭から廃棄される量も多い

※ 環境省の2007年度調査によると、食品廃棄物は、食品製
造業から排出される分が年間307万トン、家庭から排出され
る分が年間1119万トン。

日本人一人当たりで考えると、一日約220ｇ、
年間では約80ｋｇの食品廃棄物を家庭から出
していることになる。

単身世帯

2人世帯 3人世帯

農林水産省『食品ロス統計調査報告』による本人作成

研究目的

• 現在、日本における食品廃棄物の発生要因
や実態などを調査、分析、整理する。

• 家庭廃棄物を減らすにはどうしたら良いのか
その方策を取りまとめる。

第2次循環型社会推進計画がスタート

• 地球温暖化の危機、資源消費による生態系の危機など

大量生産・消費・廃棄型社会 無駄遣い、循環型社会

循環型社会形成推進
（2000年）

実行計画
（2003年）

環境省による、報告者が整理

単位：万トン

産業廃棄物と一般廃棄物の発生量と再生利用量

一人1日当たりの食品使用量

一人1日当たりの食品ロス量

農林水産省『食品ロス統計調査報告』による本人作成

食品ロスを削減するために私たちのできる事

• 買い物に行く前に冷蔵庫の中身を確認し、必要
な物だけを買う。

• 食べきれなかったものは、別の料理に作り替え
る。

• 日頃から賞味期限をこまめに確認する。

• 外食の時に余りそうなご飯等を少なくしてもら
うなど、店の人に食べられる適量を示す。

• 食べ残してしまったものはお店の人に持ち帰り
用にしてもらう。

研究方法

• 研究テーマに関する文献資料の分析

• 統計データの整理

• アンケート調査を実施

フード・マイレージ

• 計測：食料輸入総量に輸入相手国各国から
の輸送距離を乘じたものとして

• 日本のフード・マイレージ（2001年）は9000億
ｔ・ｋｍと推計されている

• 他国と比較 韓国やアメリカ 約3倍
イギリスやドイツ 約5倍
フランス 約9倍

単位：％

農林水産省『食品ロス統計調査報告』による本人作成

家庭廃棄物の分類

• 家庭から出る食品廃棄
物

家
庭
廃
棄
物

直接廃棄

食べ残し

過剰除去

単位：％

農林水産省『食品ロス統計調査報告』による本人作成

• 地球環境のために

• 日本のために

• みんなのできる事

• まず、、、

• ゴミを減らす

• 無駄遣い無くす

⇒協力しましょう


