2019-2020 年度

第 2621 回例会
令和元年 10 月 30 日（水）晴れ
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今後の予定

2019-2020 年度／東井 重和会長
10 月２週目後半に台風 19 号。その翌週には未曽有の豪
雨に関東・東北地方中心に襲われました。先週の豪雨と
風は今まで体験した種類ではないと感じております。そ
れが通り過ぎた後、おおきな夕焼けを見ましたが、綺麗
というよりは少し気味の悪さすら感じました。世界的に
みると、平均気温が２度上がると大型台風の発生や洪水
食物の不足・感染症など人命にかかわる大きな被害が出
るといわれてます。日本はこの 100 年で 1、2 度上昇し
たそうです。今回の台風が数年後、あの台風は異常だっ
たと言えればよいのですが、毎年西方面からの水害がど
んどん北上してるように思えます。災害に対しての備え
はもちろんの事、近隣との連携や災害者を受け入れる姿
勢などを心構えていきたいと存じております。
先日、10 月 19 日・20 日と地区大会が行われました。
会長・幹事含め 19 名で参加させていただきましたが、
例年通りの式典に続きジャーナリストの櫻井よしこさん
の講演があり米山奨学生・学友によるふれあいコーナー
は満杯と非常に参加されたかたが最後までいられたのか
なと思っております。大懇親会も、大勢の方が参加され
ており我が伊勢原クラブもそろいのグリーンジャケット
で目立っておりました。また、地区に出向しておられま
す濱尾公共イメージ委員も大活躍されとり、今年度は公
共イメージ委員会の動きは活発なのかなと感じました。
それと、最後になりますが日々に追われ私の今年度最大
の目標の会員全員で楽しく活動をするという思いが、少
し頓挫しておったように思いますが、先ず各委員会の開
催を促進し今後の事業や出席率向上のお知恵をお話しあ
っていただき、会員増強・米山・財団の寄付へとつなげ
皆様の糧に少しでもなるよう努力いたします。
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卓話：伊勢原市長 高山松太郎様/名誉会員
卓話：礒﨑貴史君
卓話：東
学君
卓話：村山恵子君

幹事報告
★ガバナー事務所より
・ガバナー公式訪問のお礼状が杉岡ガバナーより届いております。
・地区大会のお礼状が届いております。
・米山学友主催「国際交流会」開催のご案内が配信されております。
日 時
2019 年 11 月 24 日(日)13:00～16:30（12:30 から受付開始）
場 所
二宮町町民センター
会 費
3,000 円(当日米山学友会は準備で大変ですので、事前にお振
込みください)
景 品
ビンゴゲームの景品としてお一人一品ご持参
締 切
11/8(金)
・「クラブと会員のロータリーに関する意識調査(アンケート)」のお願いが配
信されております。
各クラブ 5 名（クラブ会長と会員歴が偏らない 4 名の会員：例えば、入会
3 年以内、4~10 年、11 年~20 年、20 年以上の会員 1 名ずつ）にご回答
おねがいいたします。
「A.クラブ会長対象」の項目はクラブ会長にご回答お願いします。
「B.クラブ会員対象（会員歴別）」は 4 名の会員に割振って頂いた上でご回
答お願いします。
WEB 形式になっており、下記 URL（メール内に記載）にアクセスしていた
だき、ネットを通じてご回答をお願いいたします。
締切：11/20
★例会変更のお知らせ
秦野中 RC(訂正版)
11 月 1 日(金) → 11 月３日(日) 市民の日(3RC 合同奉仕活動)へ振替
時間：11 時 30 分より 場所：文化会館駐車場
11 月 22 日(金) → 講師例会(笑いヨガ 小泉啓子氏)
点鐘：12 時 30 分 場所：秦野商工会議所 4F
11 月 29 日(金) → 移動例会 点鐘：12 時 30 分 場所：北京館
秦野名水 RC
11 月 7 日(木) → 11 月３日(日) 市民の日(3RC 合同奉仕活動)へ振替
時間：11 時 30 分より 場所：文化会館駐車場
11 月 14 日(木) → 11 月 12 日(火)秦野 RC 合同例会に振替
11 月 21 日(木) → 休会
11 月 28 日(木) → 通常例会

スマイル報告

濵尾 ゆかり／スマイル委員長

東井重和君／𡈽屋修君／築城忠生君／田中徹君／松下孝君／飯田隆三君／市川正孝君
渡邊健樹君／外谷正人君／細野圭司君／高梨浩樹君／田村貴寿君／天野耕一郎君
堀口雅巳君／遠山久恵君／村山恵子君／間壁みみ君／和田毅君／濵尾ゆかり君
[配偶者誕生祝い]

萩原庸嘉君

秋山哲也君

堂前慶之君

結婚記念日を祝っていただき、あ
りがとうございます。何とか 24 年
目を迎える事ができました。

結婚記念日を祝っていただき、
ありがとうございます。25 周
年銀婚式を迎えました。これか
らも仲良く行きたいと思いま
す。犬がカスガイです。

奥さんの誕生日をお祝いいた
だき、ありがとうございます。
何とか 15 周年です。

秋山 哲也／ 出席・プログラム委員長

出席報告
出席計算に用いた数

58

[結婚記念祝い]]

[結婚記念祝い]]

𡈽屋修君

配偶者誕生日を祝っていただ
き、ありがとうございます。結婚
35 年幸せです。

会員数

[結婚記念祝い]

55

出席者数

35

出席率(％)

前々回修正出席率(％)

63.63

なし

MAKE UP
築城忠生君→第 1 回地区補助金説明会
天野耕一郎君→第 1 回地区補助金説明会
濵尾ゆかり君→地区公共イメージ委員会
東井重和君他 18 名→地区大会

委員会報告
＜外谷正人/財団委員長＞
[財団寄付]
本日も 14 口 財団寄付がございました。ありがとうございます。
＜田中 徹/友好クラブ副委員長＞
[伊勢崎 RC 調印式]
11 月 6 日(水) 伊勢崎 RC と調印式が行われます。打ち合わせをいたしますので、関係者の方は本日お残りください。
＜貝原剛規/青少奉仕青委員長＞
[日展見学ツアー]
11 月 16 日(土) 市内中学生引率可能な方、ご参加お願いいたします。
＜小山博正/会場監督＞
[席順について]
会員の交流を深めるため、本日お越しになられた順番に、前から詰めてお座りいただきました。今後も引き続きよろしく
お願いいたします。
＜山口知英会員＞
[伊勢原平成 RC/緒方貞子氏]
・韓国の中学生が、伊勢原中学校で交流をしているニュースが一昨日放送されていました。伊勢原平成 RC が 30 周年事記念
事業で、伊勢原の中学生を連れて済州島を訪問し、現地の中学生と交流してきたことで、今回済州島の中学生が来日した
とのことでした。
・国連難民高等弁務官の緒方貞子さんがお亡くなりになられました。ご冥福をお祈り申し上げます。彼女は日本人として 2
人目のロータリー国際親善奨学生でした。
＜東井重和/会長＞
[ゴルフ同好会]

9 月 23 日 第 1 回ゴルフコンペ優勝記念表彰

村上一秋君

卓 話
高梨 浩樹君／有限会社 共栄クリーニング商会

●クリーニングについて
平成 28 年 12 月に洗濯表示が JIS 規格から ISO 規格の表示に変わりました。大きな変化は家庭で洗うとき
の表示に加えて、商業クリーニングの表示ができたことです。
洗濯で一番よく落ちるのは温水で洗うことです。人間の体温が 37～38℃と言うことを考えると手首や襟首
の汚れはその温度で溶けるので、40℃くらいの温水が進化した洗剤よりもよく落ちます。部屋干しで臭いが気
になる洗濯物も温水で洗うことでかなり臭いが軽減されます。
●クリーニング店の推移
92 年をピークに減少傾向にあります。
原因：家庭用洗濯機と洗剤の進化
アパレル市場の縮小・ファストファッションの台頭
中古市場の拡大
クリーニング店の人材・知識・技術不足
コインランドリーの増加
消費動向が所有から利用へ（スーツ等のレンタルが増えている）
●ドライクリーニング
水を使わず、揮発性の溶剤で洗うことをドライクリーニングと言います。
起源はそんなに古くなく、1825 年にパリの仕立て屋がテレピン油をテーブルクロスにこぼしたら、汚れが
落ちることを偶然発見したとされています。その後世界中に広まり、日本では白洋舎が明治 40 年に初めてド
ライクリーニング工場を設立しました。
ドライクリーニングの溶剤は沢山ありますが、日本ではほぼ石油系の溶剤を使用しています。水より石油系溶
剤の方が繊維の負担が少なくすみます。
●シミ抜き
洗濯で取れない汚れは染み抜きをします。シミは層になって生地についているので、１枚ずつ剥がすように
適切な薬品を用いて温度・濃度・時間を組み合わせて生地の変化に注意を払いながら除去して行きます。技術
が必要な地味な作業です。
●クリーニング店でできる染み抜き・生地の補正
・脇、衿周りの黄ばみ、汗染みの除去
・アクリル絵の具の染み
・ズボン前の黄変染み抜き
・インクの染み抜き
・毛染めの染み抜き
・家庭で染み抜きして脱色したデニムの染色補正
・アグブーツの染み抜き
・家庭洗濯で縮んだアルマーニスーツの復元
・日焼けによる褪色の色修正
・リアルファーの色抜け修正
シーズンを終えてクローゼットにしまう前にはキチンと手入れをすることをお勧めします。
時間が経つとクリーニングだけでは除去できなくなり、結果的に余計な出費を余儀なくされます。

