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会　長　挨　拶
清水　康弘　副会長
　「チケットの高額転売」
2019年6月14日からチ
ケット不正転売禁止法
がスタートし、興行主等
による販売価格を超える

価格での転売が禁止となります。（違反時の罰則
は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、ま
たはその両方）人気のコンサートや舞台、スポー
ツイベントなどのチケットを、業者や個人が買
い占め、オークションやチケット転売サイトな
どで定価を上回る価格で販売する対策として
チケット不正転売禁止法が制定されました。そ
の法は、国内で行なわれる映画、音楽、舞踊な
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「写真をどう楽しむか」
会場：天狗楼さん
出席100％・スマイル上位表彰

最終夜間例会

どの芸術・芸能や、スポーツイベントなどのチ
ケットのうち、興行主の同意のない有償譲渡を
禁止する旨が明示された座席指定等がされた
チケットの不正転売等を禁止しています。
（特定興行入場券の条件は、以下の3点。・販売
に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止
する旨を明示し、その旨が券面に記載されて
いること・興行の日時・場所、座席が指定され
たものであること・座席が指定されている場
合、購入者の氏名と連絡先を確認する措置が
講じられており、その旨が券面に記載されてい
ることを禁止している。）
　オリンピック・パラリンピック大会のチケット
の不正転売は、法律によって禁止されます。　
チケットを購入した公演に急用でいけなくなっ
た場合は、正規のリセールサイトでの転売がで
きます。なお、招待券などの無料で配布された
チケットや、転売を禁止する旨の記載がない
チケット、販売時に購入者や入場資格者確認
が行なわれていないチケット、日時のないチケ
ットなど、特定興行入場券に該当しないものは
対象外となります。オリンピック公式チケットに
は、「一般チケット」、「車いすユーザー向けチ
ケット」、「東京2020みんなで応援チケット」が
あります。
一般チケット：17日間にわたる33競技。（A席か
らE席まで最大5種類）
開閉会式のチケットは12,000円から30万円。
競技の一般チケットは2,500円から8,000円。、
陸上競技 午後決勝(男女)＝13万円。
車いすユーザー向けチケット：車いすユーザー
と同伴者用のチケット。
東京2020みんなで応援チケット：12歳未満の

子ども、60歳以降のシニア、障がいのある方を
1名以上含む家族やグループを対象とした、グ
ループ向けの観戦チケット。
　申し込みは東京2020大会公式チケット販
売サイトのみで受付します。抽選結果発表は6
月以降で、その後購入手続き期間となります。
チケット代現金決済の場合は手数料432円(税
込)/件、Visa決済では0円です。また、秋から冬
には、先着順販売が開始されます。これらの期
間に購入したチケットが届くのは、2020年5月
以降を予定しています。
　公式チケット販売サイトでチケットを購入す
る際には、TOKYO 2020 IDの登録が必要で
す。登録すると、メールマガジン等を通じてチ
ケット情報を含む大会関連情報が配信されま
す。迷っているなら、まずは登録！登録すると、
あなたにぴったりのおすすめ情報も届きます。
チケットの購入方法はもちろん、選び方から申
し込みのコツまで、チケット購入の検討に必要
な情報をまとめています。宿泊から交通まで、
旅の検討に必要な情報もお届けします。観戦
に向けた計画作りにお役立てください。

委　員　会　報　告
佐野直美　出席委員長
　本日の出席者数は、
23名で、56％の出席率
となっております。
　実はここに居ない方

の数も入っております。残り2回の今年度です。
皆様お声をかけていただいて、100％出席を
目指して例会に出席してください。
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日本事務局からのお知らせ
2019年6月のレートは、1ドル＝110円です
（6月レート適用は、6月１日（土）以降に弊局口座へ着金対象）

にこにこＢＯＸ報告
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笹尾会員の卓話を楽しみにしていますが発達障害児童たちとの交流会の為、途中出ます

卓話に期待して

〃

卓話をさせていただきます

結婚祝いをいただいて　早退します

早退します

〃

笹尾会員の卓話を楽しみに

〃　

〃

〃

　　皆さんこんにちは。卓話の時間をいただき
まして、ありがとうございます。本日は「漆喰和
紙」についてお話させていただきます。
　「漆喰和紙」とは文字通り「漆喰」と「和紙」の
組み合わせで出来ております。それぞれ日本に
おいて1000年以上にもわたり生産され使われ

続けている商品です。「漆喰」は、石灰を焼いて粉々に砕き水を混ぜ
て練って壁に塗る建築材料です。防火性に優れ、湿気に対して調湿
効果があり、白い壁の蔵や住宅の壁に使われています。その防火性・
保湿性に加えて、今回消臭効果や抗菌性・抗ウイルス効果について
お話させていただきます。
　最近漆喰を使った住宅建築は少なくなったと思います。経済性と
施工をする塗師の手配の問題が大きいと思いますが、その問題を解
決すべく、大手塗料メーカーの「関西ペイント」が経済的に簡単に漆
喰の壁を施工できるように、漆喰の壁紙に使えるようなペイント塗料
を開発しました。
　その壁紙のべ一スとなるのが「越前和紙」です。漆喰も通気性を持
っていますし、越前和紙も通気性が抜群です。さらに中性紙であるこ
とが重要です。関西ペイントが開発した漆喰塗料を今立にて越前和
紙に塗り、そこに私どもで表面に印刷を加えて壁紙を完成します。そ
れを住宅の壁に通常の方法にて貼り、漆喰の壁の完成です。さらに関
西ペイントでは、漆喰和紙の裏にマジックテープを付けた車の天井
に貼る「カーシート」を開発して売り出しました。私も自分の車に付け
ていますが、新車に取り付けて一晩経ちましたら新車特有のあの匂
いが消えました。この事実を持って自動車ディ
ラーさんに話を持って行きましたところ、あの
新車の匂いを嫌いな人と好きな人がいること
を知りました。
　匂いを消すということにお金を払うという行
為はなかなか難しい点があります。良い匂い
を付けることはすぐ結果を伴い判り易いのですが、消臭に対しては

　６月１４日（金）スポーツ交流館で開催さ
れた「鯖丹地区小学校特別支援学級連合体
育大会」でのスポーツ吹矢体験に酒井会長、
窪田奉仕プロジェクト委員長、瀧ヶ花青少年
奉仕委員長が出席しました。この大会は鯖丹

地区１４小学校の特別支援学級の児童・保護者・先生方など約１００
名が参加されての運動会。徒競走や大玉ころがしなどいろんな競技に
子どもたちは頑張りました。また、その中で
はスポーツ吹矢体験も実施。当クラブでは、
鯖江ライオンズクラブ、鯖江王山ライオン
ズクラブと共同で、昨年の福井しあわせ元
気国体デモスポ「スポーツ吹矢競技会」鯖
江市育友会の部のスポーツ吹矢用具を寄
贈。そのご縁もあり、今日のスポーツ吹矢体験にご案内をいただきまし

た。子どもらが楽しくかつ真剣に取り組む様
子を見ると、とても嬉しい気持ちになるとと
もに、スポーツを通じて障がいのある人もな
い人も幸せに暮らせる共生社会づくりの大
切さを改めて実感した一日でした。 

「鯖丹地区小学校特別支援学級連合体育大会での スポーツ吹矢体験」に 幹　事　報　告
牧野　友美　幹事
　例会終了後、次年度理事会を開催い
たしますので、理事・役員の方はお集ま
りください。
　28日の最終例会は無料とさせていた

だきます。ニコニコの方をよろしくお願いします。

その結果に対して人間が慣れてしまい、よほど悪臭に対する効果が
見えない限りお金を払ってもらうまではゆきません。
　例えばヘビースモーカーの運転手は自分の車の中のタバコの匂
いは全然気にしないと思います。そこにタバコ嫌いの奥さんかお嬢さ
んがたまたまその車に乗るとします。当然クレ
ームの言葉を聞くことになるでしょう。そこでこ
のカーシートを貼ります。本人はどちらでも良
いでしょうが、数日後に再び先ほどの家族が乗
ってきたときに消臭効果を実感し、初めてお金
を払った価値が生まれる。ややこしい商品で
す。この中でレクサスオーナーの方がおられましたら、福井市大和田
にありますレクサス福井の販売店においでになる機会がありました
ら、レクサス福井の喫煙室を覗いてみてください。この喫煙室は畳2
～3畳程度のスペースに電気式の空気清浄機が置かれていただけ
でした。どうしてもドアの開閉時に周辺にタバコの臭いが漏れ出すと
気にしておられたので、壁に幅1m高さ2m程度の漆喰和紙のカレン
ダーのタぺストリーを置いて頂きました。その後タバコの匂いはほと
んどしなくなり大変好評です。現在も実験を続けております。
　消臭効果目的の商品化と並んで、抗菌・抗ウイルス効果の目的で
商品化の実績では、首都圏の大手予備校関係で、受験を控えた冬の
時期に風邪対策に小中学生の自宅の勉強部屋に貼るポスターを販
売したことがあります。その他、私の家でも11月ころからみかんを箱
買いしますが、以前は必ず底の方のみかん数個がカビがはえて捨て
ていたのが、昨年漆喰和紙の切れ端を数枚入れておいたところ無傷
でした。これは対象の数があまりに少なく実験とは呼べないシロモノ
ですが、個人的には効果があったと思っています。
　この「漆喰和紙」は、生活のスペースを快適な空間に変えられます
し、抗菌・抗ウイルス効果でいろいろな商品を長期保存出来ると思い
ます。是非とも皆様の関係するビジネスシーンにおいて利用価値が
あると思われることがありましたら、ご一報願います。
長時間お聞きいただきまして有難うございました。


