2013-14年度 RIテーマ
ロータリーを実践し
みんなに豊かな人生を
ENGAGE ROTARY
CHANGE LIVES

RI会長

ロン D. バートン

孔雀文磬

第2720地区ガバナー

赤 山 武 興
●例会日

木曜日

●例会場

宇 佐 市 沖須 町 1-19

宇佐ロータリークラブ会長

ＰＭ１２：３０

トキハインダストリー長洲店2F

藤 本 博 和

TEL (0978) 38-1112

陵王面

藤

本

博

和

幹 事

本

庄

伸

子

編 集

津々良

洋

一

＊１０月のプログラム予定＊

＊本日のプログラム＊ （10月3日）
１．会長の時間
２．幹事報告
３．委員会報告
４．スマイルカード
５．外部卓話 金尾信二氏（中津城理事）
６．出席報告

第２２７１回例会

会 長

3日 外部卓話 金尾信二氏（中津城理事）
10日 内部卓話 臼杵 確会員
17日 職場訪問、親睦家族観月例会
於.安心院葡萄酒工房
24日 内部卓話 米澤哲也会員
31日 四クラブ合同グラウンドゴルフ大会、親睦例会
於.かんぽの郷宇佐

平成２５年

９月２６日

の記録

開会点鐘
 ソ ン グ

それでこそロータリー

 ゲ ス ト

なし

 ビジター

糸永勇司君（宇佐八幡RC）、梶原廣志君（宇佐2001RC）

会長の時間

藤本博和会長

9月17日の赤山武興ガバナー公式訪問合同例会

して礼を尽くすという意味では、ちょっといけな

お疲れ様でした。会長幹事会（今年度次年度）で

かったようです。ネクタイの着用はＴＰＯに応じ、

は、現状報告と活動報告として、一クラブ3分間

判らない時は先輩方の意見を聞いてすべきだと、

で行い、姉妹クラブ、友好クラブ、インターアク

またひとつ勉強いたしました。赤山ガバナー御嬢

ト強化、地区補助金事業のスービック支援を報告

さんの聖子さんとはリスボンの話しに花が咲きま

いたしました。また弁当もロータリーの原点を見

した。また、ロータリーで良い経験をしました。

るようで完食いたしました。ヘルシーでおいしか

話は変わりますが、先日のゴルフコンペでは広

ったです。夜の懇親会では、ノーネクタイで参加

瀬辰彦会員が優勝いたしました。おめでとうござ

しました。私一人でした。先輩に聞くと、お迎え

います。

事務局

〒872-0032 大分県宇佐市江須賀2999-2 (株)ユニックス内
ＴＥＬ．ＦＡＸ：０９７８－３８－２３７０ http://www.usa-rotary.com/

それからＲＩの方では、ソマリアでポリオ発生

３．週報受理

くにさきRC

を受け、ロータリーはWHOに50万ドルの緊急補

４．理事会報告 なし

助金を承認、これは同国10歳未満（接種不可能地

５．お知らせ

域除く）人件費、研修費、保険従事者の交通費、
運営コストについての寄付ということで、英国と
日本政府も、ソマリア、ケニヤ、エチオピア、

1）本日例会終了後、定例理事会を開催致しま
す。役員・理事の方はお残り下さい。
６．欠席連絡

「アフリカの角」英国1530万ドル、日本130万ド

末宗為十会員、砂山正則会員、住本憲彦会員

ル寄付をすることを発表しました。会長の時間を

竹田豊会員、藤久保茂己会員、藤林鋭司会員

終わります。

７．本日の当番
松永忠昭会員、宮丸龍昭会員

幹事報告

本庄伸子幹事

委員会報告

１．来信
1）米山記念奨学会より「10月米山月間資料」
豆辞典；配布

◎新世代委員会

斉藤順一委員長

柳ヶ浦高校インターアクトの

2）ガバナー事務所より「公式訪問を終えて」
原稿依頼（会長宛て）

活動の一環として、 9月30日
(月)、3時半から音楽室前の庭

3）ガバナー事務所より「ロータリーレートに
ついて」10月は1ドル100円

にてペットボトルキャップを洗
浄して寄贈する作業を行います

２．例会変更

ので、委員会のメンバー並びに会員の皆様ご参加

杵築RC：①10/3(木)→10/4(金) キヤノンマテリア
ルに変更；職場訪問例会の為 ②10/10(木)

いただき、インターアクト生と親しんでもらえれ
ばと思います。よろしくお願いいたします。

→10/14(月)に変更；別府近隣7RC親睦ソフト
ボール大会の為

③10/17(木)→10/16(水)に

スマイルカード

変更；くにさきRCとの合同例会の為
くにさきRC：①10/16(水) 若栄屋2Fホールに
場所変更；杵築RCとの合同例会の為

②

10/30(水)→10/27(日)に変更；国東ふるさと
祭り出典参加の為
中津RC：10/2(水) 18:30～「ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｻﾞ中津ホ
テル」に変更；向笠忌3クラブ合同家族夜間
例会の為

宮丸龍昭委員長

糸永勇司君（宇佐八幡RC）：久方ぶりにお世話
様になります。
梶原廣志君（宇佐2001RC）：久しぶりにおじゃ
まいたします。
藤本博和会長：出口会員、小野田会員卓話のよろ
しくお願いします。
本庄伸子幹事：本日の卓話楽しみにしています。

中津平成RC：①10/3(木)→10/2(水) 18:30～

廣瀬辰彦会員：①岩井さん宇佐商工会永年受賞、

「ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｻﾞ中津ホテル」に変更；向笠忌3ク

山井さん宇佐警察署からの感謝状の受賞おめで

ラブ合同家族夜間例会の為 ②10/24(木) →

とうございます。 ②住本さん､斉藤さん相撲大

10/26(土) 18:30～「中洲鷹勝」に変更；平成

会優勝おめでとうございます。 ③敬老の日の

4クラブ姉妹交流例会の為

宇佐RCゴルフコンペで優勝させて頂きました。

※その他クラブの変更内容の確認は事務局まで。
別府RC、別府東RC、別府中央RC

岩井謙次会員：県の会議所で永続表彰頂きました。

佐々木正博会員：岩井さん商工会永年表彰おめで
とうございます。

らないくらい乗って回り、同級生に豊前から来て
いるナナハンを持ってる奴がいて、昼飯食ったら

斉藤順一会員：先日9/22(日)の第1回素人相撲宇

2人で引張りあいこして職員室に行き、腹が痛い

佐大会に住本先輩と参加して、なんと優勝する

頭が痛いとか言って帰り、そいつが先に行ったら

ことが出来ました。先輩と後輩が大変強かった

私は一時間昼から授業を受けて帰る。そんだけ遊

です。

びまわった同級生はいま豊前市議会の議長をして

川端克弥会員：職業奉仕の為早退させて頂きます。

ニコニコ累計

１５０，０００円

います。就職してそいつの家に遊びに行ったら、
お袋さんから学校は1日も休んでないの、学校に
呼び出されて出席日数が足りないと言われたとい
う話を聞かされました。素晴らしいやつです。高
校3年の夏の宮熊の祭りの日に、そいつと宮熊か

内部卓話

ら今津に行く直線で、2台でどちらが早いか競争

「バイクの話」
小野田義文会員

していって、俺が微妙に早かったのですが、微妙
にブレーキを掛けるのが遅くて左のカーブを曲が

バイクが好きですが、その

りきれず、反対車線のすれすれを回っていったの

きっかけとなったのが、友達

ですが、あの時車が来ていたら死んでいたと思い

の家でカブに乗って一人で動

ます。側溝に落ちてもその反対側はぶどうの棚の

くのに非常に感動したことか

番線があり、それでも死んでいたと思います。人

らでした。親父にバイクを買

生一番ヒヤッとした思い出です。それから就職し、

ってくれないと高校には行か

大阪から帰ってきてからまたバイクが欲しくなり、

ずに働くと言うと（その当時は、本当にバイクが

今持っているのは750で25年前に1000台限定で148

欲しくて高校に行く気が有りませんでした）、親

万でしたが、自分のはフランスからの逆輸入で

父が家は貧乏でしたが650の中古を買ってくれ、

198万でした。その前は1100というバイクで、家

それを励みに何ぼか勉強して工業に行きましたが、

の前交差点で正面衝突をしてスクラップになりま

高校では昼飯食ったら早退してバイクに乗ってい

した。中津から帰っていて前の信号が赤で減速し、

ました。特に中間・期末テストの時期は早く帰れ

途中から青になり加速したら、右折車がちょろち

るので最高でした。高校一年間はずっと650に乗

ょろと出てきて右折車のど真ん中に突っ込んで、

りましたが、みんな750乗っているので親父に750

その運転手さんはうちが家を建てさせてもらった

買ってと頼み何とか買ってくれ、大分のカワサキ

人で、その人がわぁーいう顔だけ覚えており、そ

というバイク屋があり、学校が終わると見に行き

んで自分は飛んでいってうまいこと着地し怪我を

よったのですが、マッハⅢという2サイクルの750

せず済み、その人の車もスクラップになりました

を買ってもらい、高校はすばらしい3年間でした。

が、警察の人もこんな事故で無傷というのは初め

中津高校に同級生がいて、そいつもナナハンを持

て見たと言い、俺は結構長く生きないといかん人

っており、あすこは僕らが遊びに行っても先生は

間なのかなと思います。・・・・・よく今まで死

怒らないで、乗って入って教室に行っても大人し

なんで来たなと思います。

くしとけよと、素晴らしい学校でした。で、中津
高校か柳ヶ浦高校かといわれる高校でしたが、中
津高校の努力目標が素晴らしく校内でタバコを吸
わない、単車に乗ってこない。で、毎日家にも帰

「クリーニングの話」
出口幸太郎会員
商売上のクリーニングの話

絞って自然乾燥したことが始まりで、20世紀に入
るとソルベントという石油が洗浄のため溶解作用
があり、引火点がやや低く揮発性が高いことで実

をいたしたいと思います。

用できる性能を持つことから、ドライクリーニン

1）クリーニングの業法

グに広く使用されるようになりました。しかし、

これはクリーニング士試験

このような溶剤は火災の危険が絶無でないことか

に合格し、都道府県知事から

ら、その後塩素化し、炭素と水素と化合物による

免許を与えられたものをクリ

炭化水素を用いた合成洗剤を用いるようになりま

ーニング士といい、これは一年に一回、組合事務

した。これをパープロエチレンといい、現在ドラ

所にて午前中はアイロンで実地があり、午後は衛

イクリーニングの溶剤はこれを使用しています。

生法規並びに衣類のことについて筆記試験があり

4）ランドリーとドライクリーニングの違い

ます。10日後に合格発表があり、合格すると県か

ランドリーは石鹸類と水とを使用して行う洗濯

ら合格証書と免許がもらえます。クリーニング所

で、一般的に家庭で行っている洗濯をランドリー

は、洗濯物の処理及び受け取り及び引渡しの業者

と言っています。ドライクリーニングは有機溶剤

の施設をいいますが、いわゆるクリーニング店舗

を使用します。四塩化炭素いわゆるパープロエチ

ですが、これには必ずクリーニング士の免許を与

レンという溶剤を使用し、漏れやすいので密閉し

えられたものを置かないと営業できません。

た機内でクリーニングします。洗濯機の中で全部

2）クリーニングの意義

自動で行い、大きさや容量にもよりますが、一工

広くクリーニングといえば、掃除も洗濯もすべ

程大体30分で出てきます。ランドリーは家庭用の

て物を綺麗にすることでありますが、我々のいう

洗濯機と機能は同じで、洗って

クリーニング業は、クリーニングの業法で定義し

絞って出てきて、それから乾燥

ているクリーニング業が行う洗濯物で、溶剤（石

となりますので約1時間半かか

油系）または洗剤（家庭洗剤）を用いて洗濯物等

ります。時間も全然違います。

を解体しないでそのままの形で洗濯することを言

＝以下省略＝

います。
3）クリーニングの歴史
1854年（安政2年）ペリー艦隊の業務員のため

出席報告

アメリカ側から提供された石鹸を使用し、幕府の
要請により、横浜で洗濯を日本人が行ったのがラ
ンドリー即ちクリーニングの初めであります。ラ
ンドリーが横浜で開設された後、19世紀の中頃か
らドライクリーニングが始まりました。1912年
（大正元年）に多くはランドリーでありドライク
リーニングいわゆる西洋洗濯業などを称していま
したが、日本での発展は極めて強いので多くはラ
ンドリー所謂水洗いでした。ドライクリーニング
の起こりは、18世紀の頃偶然に油が油性の汚れを
落とし、洗浄の効果があることを見出したことに
始まったのです。19世紀の中頃、ベンジンという

米澤哲也委員長

第2271回（9月26日）
会 員 総 数

32名

（内出席免除）
出

席

0名

数

26名

（ 内 事 前 MU）

1名

欠

席

数

6名

出

席

率

８１．２５％

事前メークアップ
河村正一会員（豊後高田RC）
欠席者
末宗為十会員、砂山正則会員、住本憲彦会員
竹田 豊会員、藤久保茂己会員、藤林鋭司会員

油を使って被洗濯物を次々と浸しては取り出して
閉会点鐘

発行 平成25年10月3日

