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第1196回の記録　  平成 24 年 2月 1日

週報
2011 . 7 ～ 2012 . 6

2011～2012年度
ロータリーテーマ

１．点　　　　　　　鐘
２．ロータリーソング
　　「それでこそロータリー」
３．四 つ の テ ス ト
４．会　長　の　時　間
５．幹　 事　 報 　告
６．出　 席　 報　 告
７．委　員　会　報　告
８．ゲスト卓話「坂 佳代子氏」
９．次週例会の案内「SAA」
10．点　　　　　　　鐘
11．理 事 ・ 役 員 会

本日のプログラム

佐土原ロータリークラブ
国際ロータリー第２７３０地区

第1197回　 平成 24年 2月 8日（水）

会　　長 ： 荒武　義博
副 会 長 ： 村上　　實
幹　　事 ： 永野　陽子
会報委員長 ： 藤堂　孝一
会　　計 ： 梶田與之助
事 務 局 ： 吉野由里子
 宮崎市佐土原町下田島
 　　　　　　11703-18
　　TEL：0985-62-7833
　　FAX：0985-62-7877
例 会 日 ： 毎週水曜日
例 会 場 ： 
　　石崎の杜「歓鯨館」
　　TEL：0985-62-7757

2730地区ガバナー 　　　長峯　基
中部分区ガバナー補佐　　林　務
RT会長テーマ
　「こころの中を見つめよう　博愛を広げるために」
2730地区テーマ
　「善いことをしよう」
佐土原テーマ
　「クラブ会員の絆を　より深めよう」
2月のテーマ
　「世界理解月間」

2月1日（水） ・・・「1196回」会員卓話「原田　宗忠君」
                     2月のセレモニー・理事会
2月8日（水） ・・・「1197回」ゲスト卓話「坂　佳代子氏」
2月15日（水）・・・「1198回」職場訪問「ＪＡミヤベイ」
2月22日（水）・・・「1199回」会員卓話「宮原　建樹君」
2月29日（水）・・・「1200回」夜間例会　「1200回記念」

　世界貿易機関（ＷＴＯ）
は３０日、中国によるレ
アメタル（希少金属）の
輸出規制がＷＴＯのルー
ルに違反するとして、米
国などが訴えた通商紛争
で、中国の違反を認定し
た上級委員会の最終報告
書を公表した。中国側に
とって一審にあたる紛争
処理小委員会（パネル）の判断に続く敗訴となった。
　この通商紛争は米国のほか、欧州連合（ＥＵ）、メ
キシコが訴えたもので、中国のＷＴＯ協定違反が事実
上確定したことになる。判断は今後の中国の貿易政策
や対日輸出に影響をあたえるとみられる。中国は、工
業製品の原材料として幅広く利用されているマンガン
など鉱物資源について、資源保護などを理由にして輸
出枠や輸入税を導入し、国内価格を抑制して同国の製
品の輸出競争力を不当に高めたと判断された。
　今後、ハイテク機器の部品に使われるレアアース
（希土類）の輸出規制に関しても紛争処理手続きに入
る可能性もある。
　パナソニックは１７日、蛍光灯を組み込んだ照明器
具の一部を４月１日から、最大で４．８％値上げする
と発表した。主要材料のレアアース（希土類）が高騰
しているためで、オフィスや工場など非住宅向けを中
心に蛍光灯器具の約２割にあたる１５１８商品が値上
げ対象になる。
　蛍光灯の材料費に占めるレアアースの割合は高く、
合理化だけではコスト上昇分を吸収できないため、
０．１～４．８％の値上げに踏み切る。すでに家庭で
も使う蛍光灯は、今月出荷分から１４～２０％の値上
げを実施した。レアアースの価格は、昨年度に比べて
数倍上昇しているという。
　一方、ＬＥＤ（発光ダイオード）照明器具について
は、非住宅市場向けで主力のダウンライトを、今月５
日から約４～２０％値下げした。販売増に伴う量産効
果で、生産コストが低減しているためだ。価格を引き
下げることで、蛍光灯からＬＥＤへの買い替えを促す
狙いもある。
レアメタル（Rare Metal） 詳細解説
　地球上にほとんどない金属や、経済的、技術的な理
由から抽出するのが難しい金属をまとめて、  「レアメ
タル」と呼ぶ。経済産業省の委員会では、現在、将来
に渡り工業用需要がある31鉱種をレアメタルと定義し
ている。
　具体的には、次の30鉱種にレアアース（生産が特定

会長の時間 ＜ 荒武　義博  会長 ＞

2 月度の例会予定

少数国に偏っていたり、埋蔵量が少なかったりする金
属で、17鉱種をまとめて１鉱種と数える）を加えたも
のだ。
◆レアメタルといわれる原材料は
　リチウム、ベリリウム、ホウ素、チタン、バナジウ
ム、クロム、マンガン、コバルト、ニッケル、ガリウ
ム、ゲルマニウム、セレン、ルビジウム、ストロンチ
ウム、ジルコニウム、ニオブ、モリブデン、パラジウ
ム、インジウム、アンチモン、テルル、セシウム、バ
リウム、ハフニウム、タンタル、タングステン、レニ
ウム、白金、タリウム、ビスマスレアメタルには、ご
くわずかな量を加えるだけで製品の機能を飛躍的に増
大させることができる特長があり、その特性を利用し
て、家庭用品から産業機械、ハイテクなど幅広い分野
で用いられている。具体的な用途としては、携帯電話
やパソコンなどの日用品や、自動車用の排ガス触媒、
ハイブリッド車や燃料電池車の高性能モーターに用い
られる希土類磁石、２次電池など、さまざまなものが
ある。
　また、ステンレス鋼をはじめ、耐熱性、耐食性など
の機能を持つ特殊鋼には、いろいろなレアメタルが添
加されている。産業にとって欠くことのできない重要
な原材料の１つであることから、「産業のビタミン剤」、
「産業の米」などとも呼ばれる。

出席報告＜ 出席委員長　吉田　康一郎 君 ＞
会員２２名 　（免除１名）

欠席者数　　　　　５名

有届け者～　佐藤君・中武君

　　福井君・田邉君・宮原君

出席者数　　　　１７名

出席率　　　８０．９％

無断欠席数 (前回 )０名

メークアップ　　　０名

修正出席率　７６．１％

幹事報告 ＜ 幹事　永野　陽子 君 ＞
＜文書案内＞
※西都ＲＣ／高鍋ＲＣ～
　2月の例会案内
※きもつき
　ロータリークラブ
　創立20周年記念式典
　及び祝賀会のご案内
※２月のロータリーレー
　ト　１ドル＝78 円
※女性委員会参加の御礼と集合写真送付



　　  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
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◆◇◆◇ 事務局便り ◇◆◇◆
☆林　厚雄会員娘さんのご結婚おめでとうございます。
　２月セレモニー記念品提供ありがとうございました。
☆佐藤　高元会員の全快復帰が１日でも早まります
　ことを心よりお待ちしております。

☆会員卓話・委員会報告等「原稿提供」の
　ご協力をどうぞお願い致します。

会員卓話 ＜ 原田　宗忠君 ＞

　みなさんこんにちは、本日は私の趣味の歴史とでも
言いましょうか・・若い頃～現在の趣味のお話をさせ
ていただこうかと考えて参りました。今・現在最もは
まっている趣味は日曜大工です。何でも形から入る性
質ですから、道具からウェァ～から一通り揃えまして
から始めました。
　最近では自宅のサンデッキ・屋根を造りましたが今
は良い本が色々と出ておりますのでそれをお手本にし
ながら、自己流になりますが作り上げております。何
せ素人の仕事ですからよ～く見れば隙間や歪みなどは
致し方無いと楽しんでおります。先日などは耐火煉瓦
を組んで、ＢＢＱコンロを造りました・・が、何せこ
の寒さですのでまだ１度も使ってはおりません。暖か
くなったら家族でＢＢＱなど楽しむ予定でいます。
　若い頃に一番凝ったのはボーリングでした。学生の
頃に始めまして21歳でプロテストをうけました。あと、
カーレースもやっておりましたが、これは莫大なお金
が掛かりますから長く続けるというのは大変難しいで
すね。半年前には太田君のお誘いで、あるボーリング
大会に参加させていただき、個人優勝と団体優勝をい
ただきました。私達年代は若い頃に投げ込んでおりま
すから今の若者より上手い人が多いのです。
　趣味は徹底してやると大変奥深いものであります。
併せて時間もお金も掛かってしまいますね。最近は年
齢に合わせた趣味を楽しんでおります。

委員会報告
○奉仕プロジェクト委員長　　岩切正司君
　２月15日（水）職場
訪問のご案内を｣ 再度
致します。今現在で欠
席がわかっている方は
挙手をお願い致します。

○クラブ広報委員長　藤堂　孝一君

♪２月のセレモニー♪
☆２月誕生月～
　宮原　建樹君
☆ご夫人誕生月～
　正岡　洋子さん
　宮原　洋子さん
　佐藤　あづまさん
☆結婚記念月～
　正岡　文郁君
　佐藤　高元君

♪皆さまおめでとうございます♪

例会中は携帯電話の電源を切るか
マナーモードにして下さい・・・MEMO

　他クラブのＨＰ・週
報等を閲覧しながらよ
り良いＨＰ作りの参考
にしたいと考えており
ます。皆さまからのご
意見アドバイス等もい
ただきたいと思います
ので出来るだけ機会を
見つけてご覧になって
ください。

○吉田　康一郎君
「くじら杯」への広告
協賛へのご協力～あり
がとうございました。

＜ニコニコへ＞
※正岡　文郁君～１月の誕生祝ありがとうございます。
　去る21日満７６才、（喜寿）、インドメンバーからお
　祝いをしてもらいました。もうしばらくは生きてお
　りたいと思います。
※原田　裕子さん～家族新年会に出席し楽しかったで
　す。ありがとうございました。
＜財団ＢＯＸへ＞
※岩切　正司君～寒い、みなさん風邪を引かないよう
　にして下さい。

♪ハッピーＢＯＸ披露♪
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