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-----------------------------------------------------------------------------------------ウエストンメールマガジン ～ 2008 年 7 月号 ～
-----------------------------------------------------------------------------------------ご担当者 様
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
平素より日本ウエストン株式会社をご愛顧くださいましてありがとうございます。
本メールは当社にお問合せ戴いた方、営業マンが名刺交換をさせていただいた方、担当してくださっている方
へ送信しています。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
みなさん、ごきげんいかがでしょうか？
ウエストンメールマガジンです。今回は発行が遅れてしまい、申し訳ありませんでした。
さて、日本は夏本番です！暑いです！
私たちのいる東海地方は、連日のように最高気温トップ 10 を大半占領している状態です。
そんな中ですが、皆さんのお体は大丈夫でしょうか？
水分補給をしっかりしながら、熱中症には十分注意したいものです。
暑さにイライラしたりすることも多いですが、夏ばて防止の心の栄養剤となりますように、心を込めてウエストン
マガジンをお届けします（≧▽≦）♪
===== ♪ ==================================================================================
こころホッとＣＡＦＥ
================================================================================== ♪ =====
心がホッとして、ちょっと温まる文章を紹介するコーナーです。
最近、目を覆いたくなるような事件や事故が毎日報道されます。このちょっと荒みかけている日常に一輪の花
が如くひと時でも心温まる時間をご提供できたら幸いです。
心がホッとして、ちょっと温まる文章を紹介するコーナーです。
最近、目を覆いたくなるような事件や事故が毎日報道されます。このちょっと荒みかけている日常に一輪の花
が如くひと時でも心温まる時間をご提供できたら幸いです。
--------------------------------■ たったひとつの命だから
--------------------------------たったひとつの命だから
太陽の光のように 月の灯りのように
家族を照らしてあげたい
たったひとつの命だから
春の新緑のように青々と 秋のかえでのように赤々と
家族と共に成長していきたい
たったひとつの命だから
海の広さに負けないくらい大きく
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緒川のせせらぎのようにそっと優しく
家族を包む父と母でありたい
いつでも、見守ってくれている父親
どんな時だって、子供優先の母親
この父と母の子供でよかった・・・
あたりまえのように 温かい家の中でわがままを言った
大きい顔して 堂々とふるまった反抗期
どれをとっても見当たらない・・・みつからない・・・
愛のない一日なんて
ありがとう ありがとう
この両親の元に私を授けてくださって ありがとう
たったひとつの命だから
手をつなぎ 愛を語り合いたい
世界中の人々が
大きな愛でひとつになれますように・・・
----------------------------------------------------たったひとつの命だから
ISBN978-4-88503-192-2
編：ワンライフプロジェクト
発：地湧社
より一部引用抜粋
----------------------------------------------------上記一節は書籍「たったひとつの命だから」から引用させていただいた文章です。
この書籍は、某ラジオの企画で「たったひとつの命だから」の後にどんな言葉が続くのかを読者の方々から募
集したものを編集したものです。
いろいろな方が投稿されており、それぞれの立場から言葉が紡がれています。
もしあなたなら「たったひとつの命だから」の後にどんな言葉を続けるでしょうか？
ニュースで流れる「命」を大切にできない悲しい出来事。
日ごろ、もっとも素敵で奇跡な「生きる」ことに慣れてしまった感覚をもう一度リセットするのも良いかもしれませ
ん。勝手ながら、お勧めの書籍です。
併せて、もう一つ書籍名だけご紹介いたします。
------------------------------「余命 1 ヶ月の花嫁」
ISBN978-4-8387-1823-8
編：TBS「イブニング・ファイブ」
発：（株）マガジンハウス
------------------------------23 歳に乳がんが発覚し、一度は回復しましたが再発してしまい 24 歳にしてこの世を去ってしまった女性の
生きた証がこの書籍にはあります。
「みなさんに明日がくることは奇跡です。
それを知っているだけで、日常は幸せなことだらけで溢れています」（本人談）
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命は「死」を見つめることで、その素晴らしさがわかるのかもしれません。
しかし、そうでなくても、命の素晴らしさはわかります。
8 月は終戦記念日もあります。
今ここで、もう一度命について考える良い機会なのかもしれません。

===== □ =================================================================================
環境 ☆ ちょこっと メモ
================================================================================= ■ =====
ここでは、環境問題に関するニュースをご紹介します。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
○平成 20 年 EPOC 総会に出席してまいりました。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
今回は、EPOC 総会での講演内容についてご紹介させていただきます。
---------------------------------------------------------去る 7 月 28 日に平成 20 年度の環境パートナーシップ・CLUB の総会がありました。
枝廣淳子さんによる基調講演にて、とても大切な情報の発信がありましたのでご報告いたします。
枝廣淳子さんは、以前ご紹介しました「不都合な真実 ECO 入門編[アル・ゴア：著]」の翻訳をされている方です。
詳しくは、枝廣さんの web サイトをご参照ください。
http://www.es-inc.jp/about/profile.html

○地球温暖化に関する世界の動向
洞爺湖サミットが先進国 G8 で行われましたが、2050 年までに世界共通努力として CO2 を 50%削減するよう取り
組むことが採択され閉幕しました。ここで 2100 年までの温暖化予想シュミレーションの紹介があり、こちらのネッ
トからシュミレーションがご覧いただけます。
http://www.team-6.jp/warming/index.html
温暖化が進むと、次のような問題が発生します。
1:飢餓が増える
2:熱帯エリアが増えマラリア等の病原菌の増殖
3:水不足となる。
産業革命前と比べて地球上の温度上昇が２℃以内として考えた場合です。
IPCC[気候変動に関する政府間パネル]の報告によると過去 100 年から 0.7℃上がっているという報告がありま
した。
環境省の IPCC 報告書は、下記 web ページで閲覧できます。
http://www.env.go.jp/earth/ipcc/4th_rep.html

○世界経済との関係
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又、イギリスの政府の依頼でスターン・レビュー（世界銀行のまとめ）の中でも経済的に気候変動のリスクとコス
ト試算では、世界 GDP の 5%～20%、温室効果ガス排出量の削減対応策でのコスト試算は、世界 GDP の 1%～
2%程度と予想されています。
目先のコストに捕らわれていると、将来的により多くのコストがかさむということです。
web サイト「hm-treasury」内に、日本語によるスターン・レビュー（概要）があります。
http://www.hm-treasury.gov.uk/media/C/D/Stern_Review_SHORT_exec_summary_(JP)_final_Jan_07.pdf
上記を踏まえて日本の低炭素社会に向け、全二酸化炭素に価格をつけることを提言されています。
現在西欧諸国では、CO2 の排出権は 1 トンあたり 50 ユーロの相場だそうです。
京都議定書に明記された 6%が守れなければ、日本は３兆円のお金を税金から支出しなければなりません。
一方、次のような他人事の風潮があります。
・技術開発が進みきっと解決する
・市場が何とかしてくれる
・次世代の教育で何とかしていく
・その時自分たちは存在していない
しかし、そんなことではいけません。今すぐ考えなければならないことは、何かに頼ることはできないので、ライ
フサイクルをかえる必要があることです。
欧米のように炭素は債権である、つまり CO2 は借金であると思うことが重要で、CO2 を排出するならお金を支
払うのが当たり前になる時代が直ぐそこまで来ています。

○産業界は排出量取引へ、家庭は炭素税として支出を計上となる時代の到来
企業はこれからは実施コスト計算ばかりせずに、未実施コストを今後検討すべきです。
目先の利益を追うのでなく、将来の安定と継続的な持続可能企業としての舵取りが経営層に望まれる提言もあ
りました。さらに全体像をとらえ、最終的にどのようになるかという（バックキャスティング）ビジョンがとても必要
になってくるそうです。
現在の全体像は次のとおりです。
人間が世界中で出す CO2 量：72 億トン
地球が吸収してくれる CO2 量：31 億トン
（人間が世界中で出す量）－（地球が吸収してくれる量）＝41 億トン
つまり、人間は吸収量の 2.3 倍以上の CO2 を排出しています。
この状況で果たして 2050 年に排出量 50%削減は可能なのでしょうか？
枝廣さんのビジョンとして CO2 排出削減の為には「出来ないでなく、やる前提で環境プログラムを作る」との熱
い提言がありました。
日本ウエストングループとしては、現在できることを実直にスピードをもって行い、省資源・省エネルギー活動に
取り組み、現在参加しています太陽光発電の共同研究を通じて CO2 削減に努めていきたいと、想いを新たに
する基調講演でした。
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---------------------------------------------------------地球のためにできること。
お互いにがんばっていきましょう。
何か提案や要求がありましたら、web 版社長直行便をご利用ください。
http://www.weston.co.jp/00general/president_contact.htm
------------------------------------------------------------===== ◇ =================================================================================
注目のウエストンの新商品
================================================================================= ◆ =====
今回は、以前にもご紹介した「エコ吸着マット」のご紹介です。
多くのお客様からご好評をいただいている商品です。今回は使用用途を中心にご紹介しております。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
「ウエストンのお勧め１商品」
→ http://www.weston.co.jp/00general/WC_ecomats_2.html
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
エコ吸着マットにちょっとでも気になった方は、ぜひとも弊社営業マンまたは、直接弊社へお電話、FAX、メール
等でご連絡ください。
また、「こんな商品が無いか？」というお客様に必要な製品がございましたら、web 版社長直行便などでご連絡
ください。全力で対応させていただきます。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
web 版社長直行便
http://www.weston.co.jp/00general/president_contact.htm
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

===== ◇ =================================================================================
ウエストンニュース
================================================================================= ◆ =====
私たちの身近なニュースを、お届けします。
ウエストンのサイトの URL は次のとおりです。
http://www.weston.co.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
---● 太陽光発電システムによる発電量 ●--++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
NEDO との共同研究のために日本ウエストンに設置した太陽光発電システムによる発電量をご報告しておりま
す。
http://www.weston.co.jp/00general/f140.html
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尚、6 月の発電量は 5829.5 [kWh]となり、二酸化炭素削減量は炭素換算で 1049.3[Kg-C]となりました。
日々更新しておりますのでお時間があるときに一度ご覧いただけると幸いです。
+++++++++++++++++++++++++++
---● 会社行事関連 ●--+++++++++++++++++++++++++++
ウエストンで行われた会社行事等をご紹介しております。
= 6 月 26 日更新 =
-------------------------------| 6 月早朝地域清掃活動 |
-------------------------------6 月 23 日に行った地域清掃活動の様子をご紹介しております。
このイベントは 3 ヶ月に 1 回のペースで日ごろお世話になっている地域の方への恩返しの意味を含めて実施し
ております。
http://www.weston.co.jp/00general/bika_2008_06.html

+++++++++++++++++++++++++++++++
---● うえすとん＋１ ●--+++++++++++++++++++++++++++++++
ウエストンでの出来事や季節のお便りなど、日頃の様子を書いています。
随時更新していますので、ときどきお立ち寄りください。
= 7 月 28 日更新 =
-----------------------------------------| 7 月早朝環境整備の日♪
|
-----------------------------------------今日は自分の掃除エリアのチェックポイントの確認と掃除をしました。
http://www.weston.co.jp/00general/wd_20080728.html

=======◇◆ 作者後記 ◆◇==============================
『ウエストンメールマガジン』はいかがだったでしょうか？
今後も隔月一回程度の発行をさせていただきます。
明日から 8 月です。暑い日々がまだまだ続きますが、体調管理には特に注意したいものです。
水分だけでなく、少量の塩分も補給しながら乗り越えていきましょう。
この時期は夏季休暇を取られる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか？
今は原油高騰によりガソリン代が非常に高くなっており、外に出掛けるのはためらってしまいますが、
このような長期休暇でいろいろなところに出掛けていろんな経験をするのも良いかもしれませんね。
素晴らしい経験はプライスレスです。（コストは高いですが・・・。）

次回発行は 9 月を予定しております。
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お忙しい中だと思いますが、少しでもホッとしていただけるような内容で次号も送付させていただきます。
これからも、ウエストンの会社行事や取り組みなどを書いていきたいと思います。
よろしければ、どうぞお付き合いください。
======================================================
以上、ありがとうございました。

◆このメールマガジンの送信解除は自由です◆
ご都合の悪い方は、お手数ですがこのまま返信していただき、文頭に「解除依頼」とお書きください。
すぐに対応し、次回から送信いたしません。
◇このメールマガジンのご紹介は自由です◇
このメールマガジンは、お仲間に広げて頂くことを大歓迎いたします。
送信希望の方がいらっしゃいましたら、返信等でご連絡ください。
次回から喜んで送信させていただきます。

～～～○～～～♪～～～○～～～♪～～～○～～～♪～～～○～～～
---------------|
| 地球にやさしいリユース・リサイクル提案
|
感 謝
| 日本ウエストン株式会社
|
| スマイルセンター
------------------------------- ホームページ http://www.weston.co.jp
|
| e-mail ： support@weston.co.jp
|
ありがとう | TEL：058-279-0291 / FAX：058-279-1402
|
|
------------------------------- ウエストンメールマガジン、またそれに限らず
|
| 感想、苦情、質問等ございましたら、
|
ツイてる
| ご遠慮なくご連絡ください。
|
| ワクワクしてお待ちしております。
---------------～～～☆～～～☆～～～☆～～～☆～～～☆～～～☆～～～☆～～～

[7/7]

