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四つのテスト

真実か どうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるか どうか
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会　長　大 島　恒 彦

鯖江ロータリークラブ会長方針 

「クラブの改革」と「人道奉仕」

開 会 点 鐘
四 つ の テ ス ト
国 歌 斉 唱
ロ ー タ リ ー ソ ン グ

僕のRC、私のRC、みんなのRC
会 長 の 時 間
幹 事 報 告 等
閉 会 点 鍾

鯖江商工会議所３階中ホール

できることから始めてみましょう

出席率75％

第2837回
2/23(金)

第2839回
 3/9(金)3月第1例会2月第3例会

第2837回
2/23(金）

例会報告

第2838回
   3/2(金) 3月第2例会

点鐘：12:30点鐘：12:30

 会 長 の 時 間

  大島　恒彦　会長
　平昌（ピョンチャン）オリ
ンピック女子スピードスケ
ートパシュートで日本が金
メダルを取りました。この
パシュート競技、先頭を交

代しながら滑ることにより体力の消耗を抑えること
になるのですが、先頭と2番手の距離を1メートル
以内にすることで空気抵抗を10％抑える事が出
来るそうです。空気抵抗を極限まで抑えた隊列そ
してピタッと揃った6本の足、合言葉は「ワンライン」
だそうですが、少しでも隊列が乱れるとスピードを
ロスしてしまいます。今、この日本チームの滑りが
絶賛されています。女子選手の時速は約60ｋｍだ
そうです。クルマで走行中に窓から手を出すと、か
なりの空気抵抗がありますので、先頭を滑る選手
の体力の消耗はかなりのもと想像します。この隊
列を築き上げるために前回のオリンピック後、年
間300日以上の合宿を行い、生活を共にして、互
いの呼吸、癖、感覚を共有してきたそうです。大変
な努力の上で勝ち取った金メダルだと思います。
一方で日本の選手のチームワークの良さも評価
されています。個々の力はオランダに劣るものの、
3人の力を合わすことにより強豪国を倒します。
　思い起こせば、夏のオリンピックや世界陸上で
男子の400メートルリレーでメダルを取った時も
世界から驚きの声が上がりました。100メートルを
9秒台で走れる選手が一人も居ない中での快挙で
すから、そのような声が上がっても仕方が無いも
のと思います。
　では日本人の強みは、チームワークってホント
でしょうか。確かに日本人と日本企業はチームワー

卓話
笑いヨガ講師(Laughter Yoga International University 認定ティーチャー)

会 長 挨 拶

卓話

クを誇って来ました。欧米に対しても個人では勝て
ないが、チームワークなら負けないと自負している
ところがあるようですが、海外では日本人は決まっ
た仕事を同じ仲間同士で行うのは得意だが、新し
い仕事に新しいメンバーで取り組むのは不得意だ
との評価があるようです。又、「日本人同士いつも
一緒に居るが本当に助け合っているようには見え
ない」という声も聞かれるようで、仕事での評価は
スポーツの評価とは少し違うようです。こうしてみ
ると「日本人はチームワークが得意だ」とか「連帯
感がある」というのはもはや「神話」になってしまっ
たのでしょうか、大変残念ですね。
　しかし鯖江クラブのメンバーは違うと信じてい
ます。パシュートのメンバーのように、何時までも仲
良く、チームワークを発揮してクラブが益々発展し
て行けるよう、みんなで力を合わせて頑張りましょ
う。

　園　幸雄　会員
　青年会議所時代から長
い間お世話になり、ロー
タリーの大先輩方のいろ
いろな教えや交流で、い
ろんなものを身につける

ことが出来ました。鯖江市の大変有名な名士の方
の居られる中、新参者の私がいろいろ経験させて
いただき、ロータリーを辞める方の気が知れない
と思いました。自分のロータリ、片意地張らずに気
楽に例会へ出席すれば続くかと思います。ロータ
リーのバッジは、かなり効力があり、格式のあるク
ラブだと思います。自分にとってかなりプラスにな
りました。人生にも仕事にもプラスになった気がし
ます。「ロータリー大好き！」以上であります。

僕のRC,私のRC,みんなのRC

卓話佐  野   優　様

「クリーニング講座 Part2」
点鐘：12:30

齋 藤    ゆ き    様

「それでこそロータリー」

委 員 会 報 告
　野呂和夫
　　青少年奉仕委員長
　ライラ（5/18～5/20：
於近江八幡休暇村）に、
佐野優さんからご出席い
ただけるお返事をいただ

きました。ライラを大いに楽しんで、頑張って
きてください。ロータリアンの皆様方にも、応
援していただきたいです。尚、カウンセラー
（ライラ受講者の補助）も受け付けていますの
で、参加いただける方は私の方までご連絡くだ
さい。
　酒井雅憲さんの会社の方が、アクトに入会申
し込みをされているそうです。嬉しい情報なの
で時期尚早ですが皆様にお伝えします。

ふくい産業支援センター

窪  田    正  明    様

テーマ
笑う門には福来る！！簡単なのに大きな効果！
笑いのパワーを活かす秘密をお伝えします。

福井県内ＲＣ例会日 無印：１２：３０－開始 Ｋ　：１８：３０－開始 Ｌ　：１９：００－開始

勝山ＲＣ(勝山市民活動センタ－) 大野ＲＣ(大野商工会議所会館) 武生府中ＲＣ(越前たけふ農協会館)
武生ＲＣ(武生商工会館) 鯖江北ＲＣ(神明苑) Ｌ 敦賀西ＲＣ(ニュ－サンピア敦賀)

月曜日 福井東ＲＣ(ＡＯＳＳＡ) 若狭ＲＣ(ｻﾝﾎﾃﾙやまね･7-12月ﾎﾃﾙせくみ屋) 敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店) 金曜日 福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞ-ｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)
火曜日 福井南ＲＣ(福井繊協ビル) 水曜日 福井北ＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) 木曜日 福井ＲＣ(ユア－ズホテル福井) 福井西ＲＣ(ﾊﾞ-ﾄﾞｸﾞﾘ-ﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞ-ﾅ)

Ｋ 福井ﾌｪﾆｯｸｽＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) Ｋ 丸岡ＲＣ(丸岡城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀ-) Ｌ 福井水仙ＲＣ(福井パレスホテル) 三国ＲＣ(三国観光ホテル)
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小計 ￥     22,000　　
累計 ￥   933,000

にこにこＢＯＸ報告

日本事務局からのお知らせ
2018年3月のレートは、1ドル＝108円です
（3月レート適用は、3月1日（木）以降に弊局口座へ着金対象）

編集：クラブ広報委員会

テーマ卓話

本日の卓話に期待して

本日も息子が卓話をさせていただきます。よろしくお願いいたします

雪大変でした　佐野さんの卓話を楽しみに　

佐野さんの卓話を楽しみに

　〃

　〃

　〃

　〃

誕生日祝いを頂いて　嬉しくもあり、嬉しくもなし

誕生日祝いを頂いて

雪がどんどん消えるのでうれしいです

大島　恒彦　会員

佐野　直美　会員

大橋　良史　会員

牧野　友美　会員

岡本　圭子　会員

野呂　和夫　会員

瀧谷 えみ子　会員

榊原　広輝　会員

小淵　洋治　会員

西尾　俊一　会員

岩尾　顕治　会員

ネクタイの洗い方　
　皆さんは、ご家庭でネクタイを洗濯されたことが
ありますか？まずは、ねじれないように束ねて、一
部を軽く結び、ネットに入れて洗濯機のドライコー
スで洗うことが出来ます。そして半日ほど陰干しを
してから、アイロンをかけるのですが、アイロン掛

けの仕方は、一般的にテカリを防ぐために当て布をし、スチーム機能で掛け
ます。私の場合は当て布をせず、ネクタイとアイロンを５㎝ほど離し、大量の
スチームをかけ、引っ張りながら一気に冷却します。そういうことでシワがす
ぐ消え、シワがついた状態に戻らなくなります。
＊高級なネクタイは必ずクリーニング屋に出しましょう
〇クリーニングにおける再加工
・撥水加工
　水をはじく加工、ダウンコートなどだけでなく、お気に入りの衣類の食べ
　シミなどを予防する効果がある
・防虫加工
　羊毛や生糸を害虫から守る　化繊も稀に食害されることがある
　佐野クリーニングのソープには防虫効果も含まれている
・蛍光増白加工
　黄変した白地に蛍光染料を付けると光学的作用で白く見えるが、紫外線
　が無いと白く見えない
　佐野クリーニングでは、白地の洗濯の際、料金内にこの加工が含まれる
・柔軟加工
　カサカサを防ぐ
・防炎加工
　カーテンや幕、のれんなどに
・プリーツ加工
　薬品や蒸気、樹脂により加工する
＊防炎とプリーツは専門業者に委託する
〇シミ抜きについて
・シミ抜きの目的
①シミがあり、全体を洗う必要が無い場合
②シミがあり、全体を洗えない場合
③全体を洗っても、シミが落ちない場合
・シミ抜きの概要
　シミ抜き剤というモノがあり、成分をよく理解することが必要
　脱脂棒やピンセット、竹べら、スチームガンなどを用いる
　Phにより適したシミ抜き剤を用いる

　Phの数値は、酸性→弱酸性→中性→弱アルカリ性→アルカリ性の順で
　あり、シミの反対の作用をするシミ抜き剤を加えて中和させ、シミを落と
　します。
　例としては、ザビ・カビ・飲み物などのアルカリ性には酸性の過酸化水素
　を、ボールペン・マジック・口紅などの酸性には、過ホウ酸ナトリウムを使
　います。（夜の繁華街行脚や、女性にモテモテのロータリアンは、過ホウ
　酸ナトリウムを常備して、お家騒動を防ぎましょう！！）
　アルカリ性の強いハイドロサルファイトというも
　のがありますが、使用するのに細心の注意が必
　要ですし、洗浄効果を強めるエタノールなどの
　調合剤もありますが、専門的すぎますので、ここ
　では控えます。
　大事なのは、強いシミ抜き剤に頼る前に（失敗
　を防ぐため）温度・時間で試みて、徐々に強くし
　ていく事です。そして、シミ抜きの値段が高いのは、技術料・時間・薬品代
　の料金が加算されるからです。
〇その他
・高級なモノのクリーニング料が高い理由
　佐野クリーニングでは、どの品物も丁寧に洗浄・乾燥・仕上げをしていま
　す。しかし、プロにも稀に失敗してしまう事があります。その時の賠償とな
　りますと、とても高価なモノだと私達業種は潰れてしまいます。そこで、
　万一の時の為に保険に入っています。保険から支払われる賠償金の金
　額は、ドライで失敗した場合は40倍、ランドリーで失敗した場合は20倍
　となっております。
　そのため、品物の価値によりクリーニング料が高くなることがあります。

Q:超音波でシミ抜きをすると聞いたことがありますが
A:シミ抜きの超音波はスチームガンの事ですね、水をミクロ単位で噴射し
　てシミを取ります。本当に効果は全然違います。佐野クリーニングでも、
　洗った後シミが残っている場合、ビュー！とスチームガンをあててシミを
　綺麗に取ります。
Q:レザーのクリーニングは？
A:革製品は当店では扱っていません。革の専門店にお願いしています。
Q:カレーライスの汚れを落とすのは？
A:今日の昼食はカレーライスでしたね。カレーがシャツに付いたとします、
　クリーニングに出さなくていいです。水洗いしてしまうと、カレー独特の色
　素が付着するので、まず日光に当ててください、すると浮き出てきます。
　それをビュッと指でカレーを取ることが出来、後洗ってください。

幹　事　報　告
川手　博明　幹事
　次々年度のガバナ
ーが決まりました。公
示という事で、後ろの
掲示板に貼ってありま
すので興味のある方

はご覧ください。
　2月の定例理事会で協議しましたが、今年
度いっぱいで事務局の全面禁煙をいたしま
す。こういう時代ですし、煙草をのまれる方の
嗜好は尊重されますが、受動喫煙が問題にな
ってきています。もし、この考え方にご異議の
ある方は、お名前をしっかり述べていただい
て、しっかり責任を持った形で述べていただ
きますようよろしくお願いいたします。

佐  野　  優      様 「クリーニング講座 PartⅡ」

本日のメニュー
カレーライス
ゆで卵と豆のサラダ

鯖江RC名物
学校給食風ランチ

ニコニコ箱報告
佐野　直美　会員


