
 

 

 ベルギー・ブリュッセル 第１３回国際自動車リサイクル会議（IARC） 

 こんにちは、近藤です。3 月は国際自動車リサイク

ル会議（IARC : International Automobile Recy-

cling Congress)に出席するため、ブリュッセルへ

行ってきました。これで今年は 1 月がドイツ、2 月が

イギリス、そして 3 月のベルギーと毎月ヨーロッパ

を訪問したことになります。 

 昨年 10 月のことになりますが、この会議を運営す

る組織からメールが入りました。「ナイジェリアで自

動車リサイクル工場を計画している雑誌の記事を非

常に興味深く読んだ。ついては IARC のスピーカーと

して講演をお願いしたい」と。IARC を調べたところ、 

欧米の主要な自動車リサイクル関連企業約200社が

参加する規模

の会議である

ことがわかり

ました。これは当社の取組を世界に知らしめるチャンス

です。喜んで参加すると返答しました。 

 会議は 3 月 13，14 日と 2 日間、計 20 社の講演者

が、それぞれの報告を行いました。日本からは豊田通商・

北詰部長が同社リサイクルの取組概要について説明さ

れたのと私の 2 社でした。私はナイジェリアでの活動も

さることながら、当社の概要、考え方、取組姿勢のほか

PAS777（詳しくは 3 月号で触れています）について

も説明しました。講演後、参加者からの感想を聞くと、

「具体的な報告で良かったですよ」とのコメントが多く

ほっとしました。 

 欧州各国が自動車リサイクルへの取組をどのように

考え行っているか、また関連する機材メーカーは現在、

どのような商品を開発しているのか、この会議で知るこ

とができたことが大きな収穫でした。  

いつも身近な存在でありたいと思っています 
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 皆さまこんにちは、総務部の松島です。会宝産業には、定年を過ぎてもまだまだ元気な超人

が 4 名います。このコーナーの最終回は、とてもパワフルで、何でも作ってしまうウィズ会宝

の沢原 慶助さんにインタビューをしてきました。 

≪ 植え付け完了、生育順調 ≫ 

 皆さまこんにちは、農業事業部の畠中です。３月に入って急激に暖かくなってきましたね。天気のいい日も

増えて、トマトたちも喜び勇んで成長しています。今後はさらに天気もよくなり、気

温も暖かくなってくるので今以上に成長をしてくれると思います。 

 ３月の中旬を過ぎて、ようやく全ハウスにトマトを植えきることができまし

た。右の写真は現在の各ハウスの様子で、それぞれ３週間ずつ間をおいて植え

てあります。１番早く植えたハウスのトマトはすでに花が咲き、早いものだと

第二段の花も咲きかけています。３月に入ってからの成長には目を見張るもの

があり、やはり天気と気温が良くなってきたおかげだと思います。ただハウス

栽培では少しでも晴れ間がのぞくと急激にハウス内の温度が上がり、３０度後

半の温度になることがよくあります。トマトはあまり気温差があるとダメに

なってしまうので、これまで以上にハウスの温度管理や湿度の調整にもしっか

りと注意を払っていきます。 

 ３月に入り、暖かくなってくると植物だけでなく虫もまた活発に行動するよ

うになります。去年はその対策が遅れたこともあり、栽培管理に支障をきたしてしまいました。今回は

そのようなことがないようにしっかりと事前の防虫対策を行い、きれいなトマトを量もしっかりと取る

ために頑張っていきます。これからトマトにとって過ごしやすい季節となって、ぐんぐん成長してきま

すので、私たちもその成長に合った栽培管理を適期に行うために、しっかりと計画を立てて、行動して

いきたいと思います。 

  農業の取組み ～農業事業部より～ 

現在の仕事内容を教えてください。 

トレジャーチェアの制作と宝志米を備蓄庫か

ら運び精米にすることです。一般家庭用の浄

水器のフィルター交換等もしています。 

元気の秘訣はなんですか？ 

周りに若い女性がたくさんいますので(笑) 

元気をもらっています！(笑) 

ここだけは「若者に絶対負けない」というこ

とはありますか？ 

特にないです。昔は屋根の修理のために、屋

根の上を走ったりできたのですが、今はドク

ターストップがかかっていますので(笑) 

昭和11年生まれ 

77歳 
 

ウィズ会宝 

沢原 慶助さん 

皆さんにお伝えしたいことはありますか？ 

元気があれば何でもできます！これからも

今まで通り、それ以上にずっと仕事をして

いきたいです！ 
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 皆さまこんにちは。先月号の本誌「超人登場」コーナーで少し触れた、「会宝人十ヶ条」についてご紹介します。「会

宝人十ヶ条」とは、「会宝人」とはどういう人であるべきかを示す私たちにとって指針となるものです。この十ヶ条に

ある人物に近付ける様、朝礼で唱和しています。 

「会宝人十ヶ条」 

一条、 あたり前のことをあたり前にする 

二条、 過去に感謝し、未来へ挑戦する 

三条、 小さな努力の積み重ねで大きな信頼を築く 

四条、 周囲に関心を持つ 

五条、 健康・健全・健美である 

六条、 プロ意識を持つ 

七条、 小さな約束を守る 

八条、 地球環境に貢献する 

九条、 常に挑み続ける 

十条、 人に感動を与えてこそ、会宝人である (担当:松本) 

★チーム名：「アンフェア」 

☆タイトル：「ありがとう！！ いいね！！」 

 いつもお世話になっているお客様に何か恩返しができない

か・・・。それをチームで考えた結果この活動になりました。 

 またこの活動を一過性のものとするのではなく、継続してい

こうということで、今月も行う予定です。 

 

 

 「いいね」グランプリではご褒美が送られる仕組みになって

います。内容は、「グランプリチームでお食事」です。 

 グランプリ内容のレベルを３段階で評価し、そのランク毎に

飲食店の名前が３つあり、好きなところを選んでチームで食べ

られるというご褒美です。（担当：佐藤） 

 楽しい様子は次のページでご覧ください！！ 

  「いいね」グランプリの紹介 ～全てはお客様の喜びのために～ 

  今月のパチリ☆ 

 皆様こんにちは。先月ご紹介させていただきました

「いいね」グランプリの活動をご紹介させていただき

ます。（活動の目的などは先月号をご参照ください） 

第１回はどうしても絞り切れずに、グランプリが２

チームになりました。 
 

★チーム名：「お客様の笑顔が第一！」 

☆タイトル：「ブーツキーパーでお客様に笑顔を！！」 

 玄関に靴ベラを置いてある会社はたくさんあると思います。 

しかし女性目線でこれを考えた時に・・・。 

 冬のブーツはどうやってもだらしなくなってしまうし、自宅

じゃないので型崩れしてしまうし・・・。 

 女性目線だから生まれた「いいね」でした。 

 

チーム全員で 

お掃除！！ 

偶然の出会いも 

ありました！！ 

男性には 

このアイディア 

出てこないな～ 

お客様の声が 

何よりの励みです♪ 

テレビ東京系の番組「たけしのニッポンのミカタ！」に当社が取り上げられました。 

北海道や関東、関西、東海地方と九州の一部地域では3月1日に放送されましたが、

石川県内での放送は下記のとおりです。 

放送日：4月18日（木）  

時 間：15：55～16：42 

放送局：MRO（北陸放送） 

是非ご覧ください。 

今月のお
まけの

今月のお
まけの

今月のお
まけの

おまけおまけおまけ   



 

 

相場はどうなの？ ～生産部より～ 

 第１回「いいね」グランプリは２チームが受賞となりました。（詳細は前ページをご覧ください） 

 ここではそのご褒美（食事）の様子をご紹介します。食事をチーム全員で一緒に食べられるようにするという目

的もあり、この活動は少人数のチーム（２名～５名）で行っています。次回は５月もしくは６月に開催予定です。 

 どちらも本当に美味しかったという報告

が届いています。皆様もぜひ足を運んでみて

はいかがでしょうか。（担当：佐藤） 

 今月のおまけ 

 こんにちは、会宝産業の山口です。だんだん春らしい日が続くようになりました。さて、

鉄相場の上昇も一服といった所で今回は気になるスクラップ鉄がどのように市場に流通し

ているかをお話しましょう。鉄スクラップには大きく分けて「市中スクラップ」と「自家発

生スクラップ」とがあります。このうちここで一般に鉄スクラップと言っているのは、市中

から発生する「市中スクラップ」のことです。なお「自家発生スクラップ」は、製鋼メーカー

で、製鋼や加工の工程から出てくるスクラップのことで、製鋼の工程の中で再利用が図られ

ていて、市中にでることはありません。 現在市中スクラップは年間約 4 千万トン以上が回収

され、リサイクルされていますが、その発生量は鉄鋼蓄積量と大きく関係しています。鉄鋼

蓄積量とは、日本国内で使用され、現在何らかの形で国内に残っている鉄の総量のことで、その形態はビルや橋などの建築物や自動

車、家電製品からカミソリの刃までさまざまです。現在の鉄鋼蓄積量は 13 億トンを越えており、さらに増加し続けています。これ

まで鉄スクラップの発生量は鉄鋼蓄積量の 2 ～ 3％で推移しており、鉄鋼蓄積量の増加とともに鉄スクラップの発生も増加が見込ま

れています。加工されて鉄以外の不純物を取り除いた鉄スクラップは、主に電気炉で溶かされて再び新しい鉄に生まれ変わります。

日本国内にはおよそ 60 社の電炉メーカー(電気炉による製鋼メーカー)があり、再生された鉄は、建材として使用される棒鋼やＨ型

鋼として製品化されるのが主流ですが、近年では薄板等にも加工されています。 

    ～  「いいね」グランプリ(Grand Prix)ご褒美 ～ 

〒920-0209 金沢市東蚊爪町1-25 

会宝産業株式会社 

ホームページもご覧ください。 

http://www.kaiho.co.jp/jp/ 

ご意見ご要望はこちらまで 

soumu@kaiho.co.jp（担当：松島） 

〒920-0209 金沢市東蚊爪町1-23-3 

車輌課 （車輌引取り・査定） 

TEL  076-237-5133 

FAX  076-237-1950 

Email : sales@kaiho.co.jp 

部品課 （部品注文/担当：大森・鹿野） 

TEL  076-237-5138 

FAX  076-237-6090 

Email : kokunai@kaiho.co.jp 

 3月度実績 

入庫台数 1,933 台   

処理台数 1,488 台 

ありがとうございます 

「元気ライスプロジェクト(写真１枚で参加できるボランティア活動)」 
「写真を送る」という行動を、起こしていただいた皆様に感謝です。 

今後も出来ることから、進めていきますのでよろしくお願いします。 
 

●進捗報告 

2013年3月31日現在 4,420 SMILE(1,061日経過) 

こちらをクリックして下さい！ 

１人分を綺麗に 

ラッピングして 

いただきました 

みんなで4000円分のパンをいただきました～ 

ジョアン様 ありがとうございました♪ 

ワンダフル様のハンバーガーは 

味はもちろんですが 

ボリュームも満点！！ 食べ過ぎた～ 

うまいっす！ 

http://www.kaiho.co.jp/jp/sp/project/smile14.html

