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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」
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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
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ロータリーソング

「それでこそ
　　　ロータリー」

桑原　重之　会員

 会 長 の 時 間

  大島　恒彦　会長
　冬のオリンピックが韓
国の平昌（ピョンチャン）
で2月9日～25日まで行わ
れますが、開会式では北
朝鮮との統一国旗で入場
するので韓国国旗を掲げ

られず国家を歌えないと、韓国では批判の声が上
がっているそうです。又、開催国が国旗なしで入場
行進をするのは初めての事だそうです。韓国の一
部ではピョンチャン（平昌）ではなくピョンヤン（北
朝鮮平壌）のオリンピックだと皮肉られているそう
です。
　今度のオリンピックは日本の選手が多くのメダ
ルを取ることができるのではないかと予想されて
いますので楽しみにしています。又、時差も殆ど無
いのでテレビで応援したいと思っています。オリン
ピック種目になっているスキーですが、バブル崩
壊後長く利用者の低迷が続いていたようですが、
この冬国内で14年ぶりに新たに2つのスキー場が
オープンして人気復活の兆しが見えてきたそうで
す。一つは兵庫県にオープンした峰山高原リゾー
トホワイトピークです。お客様に支持される理由は
①大阪や京都方面からのアクセスが良い②西日
本最大級のキッズパークが有り小さな子供でも心
置きなく遊びを満喫出来る③3つあるコースの斜

卓話

会長挨拶

卓話

テーマ

面の角度が平均10度程で一般的なスキー場に比
べて緩やか等です。斜面が10度程度ですとスキー
の経験がある方はお解りでしょうが、初心者でもう
まく滑る事ができる位の斜度です。
もう一つは、新潟県の妙高市にオープンしたロッ
テアライリゾートです。海外資本でもあり、贅沢を
極めた宿泊施設とアトラクションそして高低差
951メートル、滑るコース11あり、全てがパウダー
スノーだそうです。この２つスキー場ですが国内
だけでなく海外からのお客さんも多く、大変にぎわ
っているそうです。
　私も金曜日の夜に出発し、新潟や長野のスキー
場に行き、駐車場で仮眠を取り、リフトが動きだす
のに合わせて滑り始め、日曜日の夕方まで滑り夜
中に鯖江に帰ってくるスケジュールでよく行きまし
た。その時代は超が付くほどスキーの人気が高く、
どこのスキー場に行ってもゴンドラやリフトに乗る
のに30～40分待ちは当たり前でした。一日券を買
っても元を取れるか心配したものです。
　川手幹事とも何度かご一緒したことが有ります
が、石川県の白峰スキー場へ行った時、（このスキ
ー場は現在営業していません）以前は全日本の大
会の公認コースだったと記憶しています。朝一番
にゴンドラかリフトで頂上まで上がり、さあ滑ろうと
したのですが、このスキー場最大斜度37度で頂上
から見るとまさに絶壁、それに加えてコブだらけで
す。ここを滑るにはある程度テクニックが必要です
し、恐怖心が全面に出てしまうと滑る事も出来ませ
ん。中には滑るのをあきらめて、ゴンドラやリフトで
降りてくる人もいました。私は、一番下のロッジで
ビールを飲み過ぎて酔っぱらってしまつた事を覚
えています。
　この記事を読んでまたスキーを始めてみようか
なと思うようになりました。興味のある方がおられ
れば、一緒に滑ってみませんか。

佐  野   直  美　会員

「クリーニングという仕事」

松村　竜也　会員
　沖縄に新店を開設しま
した。私はスキューバダイ
ビングのライセンスを発
行する仕事をしておりま
す。沖縄は、日本一のライ

センス発行枚数を誇るスキューバのメッカという

僕のRC,私のRC,みんなのRC

注！：会場は４階大ホール
（会館の都合により）

事で、沖縄に渡りました。勉強になったのは、観光
大国で観光客がどんどん増えています。那覇空港
の滑走路も1本増えますし、浦添市のキャンプキン
ザーには、素晴らしい海岸線を持っていますし、道
路も6車線から8車線に今年中になります。沖縄を
見ていて、鯖江にも1人でも多くの宿泊観光客を呼
び込みたいものだと思いました。

牧  野   友  美　会員

注！：会場は４階大ホール

国 際 交 流 座 談 会

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 ￥     30,000　　
累計 ￥   854,000

にこにこＢＯＸ報告

日本事務局からのお知らせ
2018年2月のレートは、1ドル＝110円です
（2月レート適用は、2月1日（木）以降に弊局口座へ着金対象）

編集：会報委員会

テーマ卓話

卓話に期待して　エールを送ります

鯖江RCのメンバーとして初めて参加させて頂きました。今後共よろしくお願いいたします

１月皆勤しました

誕生祝いを頂いて　58才になりました。まだまだひよっこ

佐野会員の卓話を楽しみに　エールを送ります

　〃

　〃

　〃　

　〃　

　〃　

　〃　

　〃　

皆様寒い中お疲れ様です。本日卓話をさせていただきます。よろしくお願いします

早退します

大島　恒彦　会員
西尾　俊一　会員
梅田　吉臣　会員
笠原　昌示　会員
小淵　洋治　会員
酒井　芳則　会員
牧野　友美　会員
野呂　和夫　会員
野中　敏昭　会員
窪田　健一　会員
小部　隆充　会員
深見　泰和　会員
佐野　直美　会員
清水　康弘　会員

　佐野　直美　会員
　祖父・祖母は染物屋を営み、父は5年間
京都へ染物の修行に行っていましたが、時
代の流れから祖父が呼び戻し、クリーニン
グ師免許を取得しクリーニング屋を始めま

した。私は嫁いでからクリーニング師免許を取得し、6年前に父
より事業を引き継ぎ、息子と共に自営しております。
　クリーニングは、県生活衛生団体15団体の中の一つで、県生
活衛生環境クリーニング組合があります。以前は丹南支部があ
りましたが、加入店が減少し数年前に無くなり、県組合のみに加
入しています。
　組合員も非組合員も、免許取得者は3年に1度研修会を受け
なければなりません。現在クリーニング組合加入店は35件とか
なり少なくなっています。当業界のピークは平成3・4年でして、
それから下降していくばかりの現状で、その頃の4分の1、5分の
1の売り上げとなっているクリーニング店が多く、横ばいの所も
稀にありますが、かなり努力している所と、後継者がいなく廃業
していく個人店が多く、店主は高齢化しているのが実情です。大
手の影響もありますが、ユニクロ・しまむら等の飛躍・家庭用洗
濯機・洗剤の進化により、利用者が減少しています。

　佐野　優　様
　衣類用繊維について、ご説明します。まず
綿・麻⇒水洗い〇　毛・絹⇒水洗い×　ド
ライクリーニング後ウエットクリーニング。
レーヨン・アセテート・ポリエステル・アクリ
ル・混合化繊⇒水洗い〇

　汚れの種類は、大きく分けて3種あります。
①油汚れ②水溶性汚れ③不溶性汚れ
それぞれ適切な方法・順番で取らないと綺麗に落ちず、逆にシミ
になります。
①油汚れ：食事・機械油・化粧品…ドライクリーニングで対処

②水溶性汚れ：汗・血液・飲み物…洗濯（酸化が激しいと色落ち）
③不溶性汚れ：スス・泥・カーボン等微粒子…手間がかかる、汚
れの半分を占めている。（繊維の奥に入り込んだ粒子を取り除く
為、シミ抜き機などの専門機材でしか落とせない）
　家庭用洗濯機では、最近ドライ機能がついているものがあり
ます。ドライ用の洗剤に、テトラクロロエチレン（メリット：短時間
・デメリット：有害物質）・石油系溶剤(メリット：国内推奨・デメリ
ット：科学やけど＊よく乾かせば大丈夫）があって、石油系の洗
剤は高価ですが、当店ではこちらを使っています。やはり、シミが
付着したら早めにクリーニング店に出しましょう。特に複合型シ
ミ（水溶性汚れの上に不溶性汚れが付いた時、濡れタオル等で
思わずゴシゴシ擦ると、もうお手上げです）は、プロにお任せくだ
さい。
　ウエットクリーニング（汗抜き）
　ドライすべきものを水で洗いたい場合、
10倍手間がかかります。水洗いこそが技術
の差です。
　日本独自に定められていた洋服タグに書いてあるJ I S 洗い
方の記号ですが、2014年10月20日からI S O で定められた洗
濯記号（世界中同じ：その記号の条件もしくはそれより弱い条件
で洗うという考え方）に統一されました。お手元の資料をご覧く
ださい。
　本日は卓話をさせ
ていただき、ありがと
うございました。

幹　事　報　告
川手　博明　幹事
　地区の出向を酒井雅憲会員が次年度も青
少年奉仕委員として行います。
　ロータリーの友・ガバナー月刊に、合併の事
を記事にすることを清水広報委員長に全て任
せました。掲載者の写真も必要との事です。

　2660地区では、4つのテストにちなんで、3つの壁（乗り越えなけれ
ばいけない事）を聞いたところ、国際奉仕委員会では（1.熱意の壁2.パ
ソコンの壁3.英語力の壁）という風にやっているそうです。2510地
区では、「ロータリーに変化を作りましょう」という事で、何をしてい
る団体かを知らせていきます。鯖江RCは、「奉仕とは」「サービスとは」
という事で、原理原則を守っていこうとしているクラブです。
　ロータリーの友、ガバナー月信に原稿が出せるという事は、合同
合併協議会の設立・発議・覚書・合併調印までを、皆様と協議をしな
がらさせていただいた証だと思います。地区の先例として誰が見て
も恥ずかしくない内容で行いました。
　今年は大島会長が「変化をもたらそう」という事で、運営やプログ
ラムを変えてまいりました。会長に対する不満、運営に対することも
言っていただき、5年、10年、15年後にどうプレゼンできるか、RCの
真価が問われるものと思います。

佐  野   直  美　会員 「クリーニングという仕事」


