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鯖江商工会議所３階中ホール
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福井県内ＲＣ例会日 無印：１２：３０－開始 Ｋ　：１８：３０－開始 Ｌ　：１９：００－開始

武生府中ＲＣ(越前たけふ農協会館)
勝山ＲＣ(勝山市民活動センタ－) 大野ＲＣ(大野商工会議所会館) Ｌ 敦賀西ＲＣ(ニュ－サンピア敦賀)
武生ＲＣ(武生商工会館) 敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店)

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) 金曜日 福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞ-ｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)木曜日 福井ＲＣ(ユア－ズホテル福井)

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-)
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) 福井西ＲＣ(ﾊﾞ-ﾄﾞｸﾞﾘ-ﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞ-ﾅ)Ｌ 福井水仙ＲＣ(福井パレスホテル)

三国ＲＣ(三国観光ホテル)

会　長　挨　拶
酒井　芳則　会長
　寒い冬の「寒い部屋
をなんとかしたいが、ど
うしたらいいのか？」
　こんな質問をされた
ら、「まずは窓から！」と

答えています。最もコストパフォーマンスに優
れた断熱方法は、既存の窓をそのままに、部
屋の内側にもうひとつ窓をつける「内窓」で、
「二重窓」だと思います。
　内窓は、窓を開ける際に2度開けなくては
ならないのですが、その手間をはるかに凌ぐ
メリットがあります。まずは寒さ暑さが和らぐこ
と、また冷暖房機器の効率が向上すること、そ
して結露やカビの発生を劇的に減らすことで
あります。さらに、防音効果や窓際が寒くなら
無い為有効活用できるという効果もあります。
内窓の設置は、戸建てやマンションはもちろ
ん、穴あけなどができない賃貸住宅でも工夫
すれば設置できます。
　アルミサッシは、樹脂プラスチックの一種や
木製のサッシと比べて、1000倍以上の熱伝導
率があります。アルミサッシが冷えやすい為、
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夜　間　例　会
会場「割烹よしのり」

「R  L  I  について」
「サバエシティーホテル」

酒井　芳則　会長
　先週告知いたしまし
た、次々年度会長予定
者野中敏昭会員及び
次年度役員予定者副
幹事瀧ヶ花秀晃会員、

会計酒井優嘉会員、次年度理事予定者田村
康夫会員、梅田吉臣会員、孝久治宏会員、帰
山明朗会員、大橋良史会員、大島恒彦会員

以上、告知期間1週間の間異議がございませ
んでしたので、本日の年次総会に諮ります。
次々年度会長予定者及び次年度役員・理事に
ついてご承認いただけますでしょうか？
全会一致にて、承認されました。

高い確率で結露が起こり、カビやダニが増殖
する原因にもなっています。ほとんどの住居に
はアルミサッシが使われていますので、他の
先進国に比べて日本の住宅が著しく寒い原
因のひとつとなっています。熱伝導率でくらべ
るとペアガラスとアルミサッシの組み合わせ
では、4.65なのに対して、ペアガラスと樹脂サ
ッシの組み合わせでは1.31になり、およそ4倍
の差が出ています。シングルガラスとアルミサ
ッシの組み合わせでは6.5以上と、お話になら
ない数値になっています。内窓を選ぶポイン
トは4つ。まず樹脂性のサッシにすることです。
ガラスは2枚（ペアガラス）にすることで、もと
あった窓ガラスと合わせると合計3枚となり、
断熱効果は高まります。そして普通のガラスで
はなく、ガラスに薄い金属膜を蒸着して断熱
性能を上げた「LOW-E」ガラスタイプにするこ
と、2枚のガラスの間に空気よりも熱伝導率の
低いアルゴンガスが入っている「LOW-Eのアル
ゴンガス入り」にすることで、断熱効果には圧
倒的な差が出てきます。最も優先すべきなの
は、冷気が吹き込む北側の窓。特に脱衣所や
浴室、トイレは、温度が低いとヒートショックな
どの健康リスクが高まるため、特に重視したい
ですね。なお、内窓設置は省エネになるため数
多く設置すれば国から補助金が出る場合もあ
ります。設置業者と見積もりをする際、問い合
わせてみてください。この冬はぜひ「内窓」設置
で寒さを乗り切ってみてはどうでしょうか？　
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にこにこＢＯＸ報告

日本事務局からのお知らせ
2018年12月のレートは、1ドル＝112円です
（12月レート適用は、12月１日（土）以降に弊局口座へ着金対象）

酒井　芳則　会員
牧野　友美　会員
齋藤多久馬　会員
岩尾　顕治　会員
窪田　健一　会員
深見　泰和　会員

牧野　友美　幹事
　12月21日の忘年夜間例会バス時間は、鯖江商
工会議所前に17：40集合で、17：45出発となって
おります。時間厳守をお願いいたします。
　新年家族例会の出欠お返事を向こうに用意して

おりますので、今日書いて帰っていただきますようお願いします。
　例会終了後、次年度理事会を開催いたします。その後、60周年実行委員
会を開催いたしますので、担当の方はご出席いただきますようよろしくお願
いします。

テーマ

佐野  直美 　出席委員長
　本日の出席は２８名で、出席免除の方達を含め
ますと出席率は７０％となっております。どうもあり
がとうございました。

卓話

幹　事　報　告

RLI委員会 委員

田   中   文   夫    様 (福井南RC)

１RLI委員田中文雄様の卓話を楽しみに　本日は年次総会です
２新会長予定者（清水会員）の元に活力ある理事方々のご活躍に期待いたします。
３田中地区RLI委員をお迎えして。忘年例会登録ありがとうございます　　　　　
４田中さまをお迎えして、卓話に期待して　５寒くなりました。風邪ひきませんように　　　　　
６先週休みました。物忘れが最近ひどくなり申し訳ありません
７出席率久々の７０％嬉しいです。田中様ようこそお越しくださいました。  
８長い間休み、失礼しました　　９今日も早退です

編集：会報・ホームページ委員会

「R　L　I　に　つ　い　て」

　鯖江ロータリークラブは、昭和34年に出来ました
が、その前から私は福井の青年会議所にいました。
その関係から、鯖江の青年会議所としょっちゅう行き
来して良く知っています。青年会議所の上の階に鯖
江ロータリークラブがあり、行くと品川先生に怒られ
ている場面によく遭遇しました。私の所属している福

井南が出来た頃には、鯖江クラブへ習いに来ました。音楽の先生がいらして
いて、ロータリーの歌を教えていただきました。野村会計さん、西澤省三さん、
品川さん、田村のお父さん、齋藤孝さんなど、こちらには知り合いがたくさんお
られます。地区でもRLIには鯖江クラブから毎年出していただいています。
　鯖江クラブの桑原さんもRLIの卓話に回っています。実際RLIの話をすると、
2時間くらいはかかります。それを30分でなかなか話が出来ないので、会長
経験者の方々はRLIを勉強なさっていますので、その方々がゆっくりとおやり
になったらよいかと思います。基本ぐらいは言っておかないといけないと思
いますし、まして、年末でクリスマスパーティーで終わろうという時に、難しい
話をしても話にならないかと思います。
　今来たら、牧野さんと言う方に出迎えられて、私が京都で「油団」の話を良く
することを思い出しました。まさか現物がおられるなんて、おじいさんと二人
で遠いところで作っているという話しでした。初めてお会いして、顔は見ず「油
団」ばかり見て触っていたからかもしれませんが、京都で「これはいいぞ！1件
だけ作っている所があるんや」と紹介していましたが、初めて「油団」の神様に
会えるとは思っていませんでした。あちらにも「神様」がいらっしゃいますね、
「舟津神社」の神主さん。会長の挨拶でも、建具の話だ！という事で、何年か前
の寒い時期に停電になった事を思い出しました。今も齋藤先生とお話してい
たら、惜陰小学校の卒業生だとお聞きしました。
　いつも惜陰小学校の卒業生は福井で威張っていました。鯖江の著名な方
は、惜陰小学校卒の人が多く、中川平太夫さんが惜陰小学校の先生をされて
いた時、栗田幸雄さんが生徒だったそうで、何でも質問攻めにされるので、い
つも困っていたそうです。今日は何を聞かれるか考えると、先生なのに学校に
行きたくなくなったそうです。その後、中川平太夫さんは学校の先生をしなが
ら農協関係から知事になったということです。その時、難しい生徒の栗田幸雄
さんは何処にいるか尋ねたら、滋賀県に派遣されていて課長になっていると
聞き、いっぺん呼んでこないといけないと言って内示を出し、副知事として来
て欲しいといわれたそうです。滋賀県の人が栗田さんの奥さんで、この人と結
婚したら間もなく東京へ戻っていくだろう、地方に行っても内務省関係の仕事

委　員　会　報　告

吉田　俊博　会員
橋本　政宣　会員
梅田　吉臣　会員
佐野　直美　会員
大橋　良史　会員
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に就いていくだろうと予想して結婚したそうなのに、福井に決まって、ま、副知
事なら仕方ないか、2・3年くらいで辞めるだろうあったかいところに行きたい
なと思っていたところ、雪国福井勤務になったため、栗田さんが奥さんに頭が
上がらない原因の1つが、そこだそうです。
　惜陰小学校から福井中学校へ進学した者がたくさん居て、その仲間が234
回というものを開いていました。栗田さんが戻ってきたのならと、毎年234会
を開いて盛り上がっていたそうで、知事に長年就任されて奥さんはどうしよう
もなかったそうです。それから長年たち、昔は難しい男だった栗田さんは温厚
な顔になっていて、いろんな人の為に奉仕を尽くすロータリーの精神になっ
ています。いろんな所で話をしたり、ハワイアンを
やります。（栗田さんがスカート履いて踊る）そうす
るとみんなが喜び、その姿を見て自分も喜ぶそうで
す。四つのテストにのっとっています。なぜそんなに
喜べるのかと聞くと、夜寝る時に今日あった一番楽
しかったことを思い出して寝るそうです。すると、す
ぐ寝られるそうで、今日あった中で一番つまらない事・嫌なことを思い出すと
寝られなくなるので、すぐ寝る習慣をつけるのが健康の秘訣という事です。
現在88歳で、もうすぐ89歳になります。何故こんな話をするのかというのは、
「こんな私を鯖江クラブは何故呼んでくれないのか」といつも私に言うので
す。「それなら、呼んだら来るのか」と聞くと、「もちろんすぐ行く、今日卓話をし
に行くのなら、喧しくそれだけ言ってきてくれ」といわれて来ました。元気な姿
を見ていただきたいし、自分の生きざまを知ってもらいたいという事でした。
金曜日を空けているとの事ですので、声かけてあげてください。
　リーダーの資質は、自分より偉い人・能力のある人を上手く使うという事が
RLIで習ってきたことです。もう一つは、しゃべっても安心していられる相手で
いる事で、1番の基本は空気を作る事です。すなわち、皆さんがしゃべられる
場を作ることで、しゃべった人は自分が言った通りに行動するものです。しゃ
べる事を進める為には、とにかく聞いてあげる、聞いてあげると満足するんで
す。京都で卓話をするのですが、2か所続けてある場合1泊して次の会場に行
きます。すると、昨日の人が来られていて「昨日の話はしないで」とよく言われ
ます。話し家ではないので困りますし、場の空気が無くなります。
　親子でロータリーの方がおられますが、一緒に例会出席する人が少ないで
す。親子間の難しさは他人が入ることが出来ないものがありますが、皆さんも
忘年会や新年会にたくさん集まって、特に新年会はご家族も参加と聞いてい
ますので、大いに楽しんで仲良くしていただければと思います。


