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第1352回

2015年12月1日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢君が代｣ ｢奉仕の理想｣

卓　話｢緑区区政全般について｣

さいたま市緑区

区長　岡村健司様

第1353回

2015年12月8日(火)

点　鐘12:30

場　所　浦和ロイヤルパインズホテル例会場

ソング｢我等の生業｣

｢年次総会｣

次々年度会長承認の件

次年度理事役員承認の件

地区テーマ

ロータリーを学ぼう､そして楽しもう

第1351回･ 2015年11月24日(火)

司会　鈴木寿和副幹事

点　　鐘12:30　町田信行会長

ソ　ン　グ｢2770地区の歌｣

ソングリーグ一柳寿美恵会員

会長挨拶　町田信行会長

お客様紹介　浅見　定副会長

幹事報告　上野拓也幹事

米山功労者表彰　町田信行会長

週報合本の贈呈　町田信行会長

委員会報告

中川泰次郎親睦活動担当委員長
柳　寿美恵国際奉仕プロジェクト委員長

ニコニコBOX　クラブ運営管理委員会

金子　努委員長

出席報告　クラブ運営管理委員会

宇津野芳志男委員長

卓話者紹介　鈴木義男会員組織副委員長

卓　話｢新築住宅を検討する際の窓選びの重要性｣

YKKAP㈱　埼玉統括支社

開発営業部課長　速水謙太郎様

点　　鐘13:30　町田信行会長



JL卓彦_

11月最後の例会となりました｡今年はまだ冷たい北

風が吹かず､いまのところ暖かい冬のようです｡皆様､

この連休は､皆様如何お過ごしだったでしょうか｡

本日は､ YKKAP㈱　埼玉統括支社開発営業部課長速

水謙太郎様に住宅の窓選びの重要性について卓話をいた

だきます｡どうぞよろしくお願い致します｡

先日､相撲協会の北の湖理事長の計報が報じられまし

た｡理事長というよりは､憎らしいほど強い｢昭和の大

横綱北の湖｣といった方がぴったりくると思います｡歴

代5位の24回の優勝を遂げるなど､現役時代に､他の

追随を許さぬ大記録を打ち立て､引退後は協会理事長と

して相撲界を牽引してきました｡花の二八と言われた

62才でした｡黄金の左といわれた横綱輪島と輪湖時代

を築きました｡今の横綱白鵬が｢理事長はいつも､現役

力士が頑張っているから､我々は飯が食える､力士を守

れない協会であってはならないと言っていました｣と思

い出を語っていました｡ご冥福をお祈りします｡

さて､ 11月14日土曜日､浦和ロイヤルパインズホテル､

15日日曜日､さいたま市文化センターで地区大会が開

催されました｡我がクラブは子ホストクラブでした｡浅

見地区大会副実行委員長､大熊地区広報委員､鈴木地区

副幹事を中心に､会場､友愛コーナーの担当､駅から会

場までの案内役など大変でしたが､ご出席の皆様大変お

つかれさまでした｡ご協力ありがとうございました｡

今回の地区大会で､初めてかと思いますが､ 1日目に

｢決議会｣があり､地区事務所が売りに出されるという

話がありましたo　地区事務所のある土地は70人のオー

ナーが所有して､これを売却するそうです｡他に地区事

務所を探すか､購入するかの決議でした｡

剰余金が6,000万円位あるので､それを頭金にして購

入した方が良いのではとガバナー会で検討してきました

が､各クラブ会長も多数が購入した方が良いということ

で､事務所購入で決議されましたことを報告致します｡

また､ 11月20日(金)～22日(目)には､ノーザングアム

RC創立40周年記念例会に､私､横田会長エレクト､

柳国際奉仕委員長､地域奉仕山中委員長､豊田国際

交流友好担当委員長､鈴木会員組織副委員長の6人で

行ってまいりました｡

丁度､台風が来ていまして悪天候でしたが､とても楽

しいパーティーでした｡来年の当クラブの創立30周年

tlけtへ0)

プレゼントになろう

□先日開催されました地区大会の御礼状が､井原ガ

バナー､島田地区大会委員長より届いております｡

□11月22日のノーザングアムRC創立40周年記念例

会に6名の皆様がご参加いただきました｡ノーザン

グアムRCと町田会長よりお土産をいただきました｡

各テーブルにお配りしましたので皆様でお召し上が

り下さい｡

口来年のソウル国際大会参加の締切11月末迄｡以降

の参加申込みはMy RotaryのHPから申込みが出来ま

す｡大勢の皆様のご参加をお願い致します｡

YKK AP湘

埼玉統括支社
開発営業部課長
速水謙太郎様

住宅東京支社
さいたま支店課長
岸田隆雄様

㈱わかば工業
営業部長
佐々木さゆり様

第7回内田康信会員　第13回斉藤忠治会員
第16回囲谷昭吾会員　第2回上野拓也会員

第2回横田　元会員　第5回山中重則会員

第6回宮坂秀樹会員
ベネファクター　町田信行会長

に来て頂くようお願いをしてまいりました｡　　　　　　米山功労クラブ
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YKK AP㈱

埼玉統括支社

開発営業部

課長　速水謙太郎様

『新築住宅を検討する際の窓選びの重要性』

皆様は住宅の購入を検討する際､何を重視されますか｡

坪単価･デザイン･立地条件･周辺施設等､人それぞ

れの拘りがあるかと思います｡窓を重視するという方

は非常に少ないのではないでしょうか｡

しかしながら､実際に住宅を購入された方のアンケ
ートの中で住まいの不満点を見てみると､ 『暑い､寒

′へ　い､結露』等､窓が起因する不満要素がアンケートの

上位にあがってきます｡

その理由として､現在国で設定されている断熱基準

が大きな要因として考えられます｡

住宅において､熱の流出が最も大きい部位は開口部

(窓･玄関)で､夏場は70%近くの熱が開口部から

流入し､冬では5 0%近くの熱が開口部から流出して

しまいます｡

開口部からの熱の流出を抑制する為には､窓･玄関

の断熱化を図る事が効果的ですが､現在の断熱基準で

は断熱効果の低い窓を採用しても基準値をクリアでき

てしまうケースが殆どであり､結果として暑い･寒い･

結露といった不満に繋がってしまっています｡

開口部を高断熱化すると､これらの不満の抑制効果
の他に､冷暖房費の削減効果やヒートショック･アレ

ルギー疾患等の改善効果が様々な研究で示されており､
･′ヽ　結果として光熱費削減や医療費削減に期待する事がで

きます｡

近年家庭内の不慮の事故による死亡者数は交通事故

で亡くなる方の3倍近くおり､中でもヒートショック

が原因で亡くなる方は､非常に高い割合を示していま

す｡

ヒートショックとは､暖かい部屋から急に寒い場所

に行くことにより､急激な血圧上昇を起こし､

心臓発作や脳血管障害を引き起こす要因となる身体へ

の変化の事で､その抑制の為には､住宅全体の高断熱

化を図り､できるだけ急激な温度低下が起こる部屋を

作らない事が有効です｡

特に最も熱の流入･流出の大きい開口部を高断熱化

する事が重要と言えます｡開口部の高断熱化は建築コ

ストの増加から断念される事がありますが､先にあげ

た冷暖房費削減効果や医療費削減効果等､長い目で見

た時のランニングコストや健康改善効果を踏まえて窓

選びを行う事がとても大切です｡
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ロクリスマス家族例会のご案内

日　時:12月25日(金)点鐘19:00

会　場:東京ステーションホテル　鳳風(貸切)

東京駅南口エントランス内よりホテルに

集　合: 18:40東京ステーションホテル宴会場鳳風

ホワイエ付近

登録料:会員20,000円

令夫人･ご家族(13才以上) 15,000円

ご家族(12才以下) 10,000円　乳幼児無料

･大抽選会を行います｡ご期待下さい｡

･申込み: 12月8日(火)迄に事務局あてFAX｡

･登録料:例会場にて集金します｡

皆様のご参加をお願い致します｡

国際奉仕プロジェクト委員会

柳寿美恵委員長

ロノーザングアムRC40周年記念例会に行ってまいり

ました｡とても素晴らしい記念例会でした｡

□来年の国際大会のご案内をFAXいたしましたが､

申込みを今月末までにお願い致します｡

吉田律子直前会長
横田　元直前幹事



町田信行会長　皆様こんにちは｡ YKK AP㈱埼玉統

括支社開発営業部課長速水謙太郎様本日の卓話よ
ろしくお願い致します｡岸田隆雄様､佐々木さゆ

り様ようこそ!!

横田　元会長エレクト　皆様こんにちは｡ 11月20日･

21日･ 22日とノーザングアムRC創立40周年記念

パーティーに出席してまいりました｡たいへんア

ットホームなパーティーでとても楽しい時間を過

ごしました｡出席の皆様お疲れ様でした｡本日の

卓話､開発営業部速水謙太郎様よろしくお願い致
します｡

浅見　定副会長　皆様こんにちは｡ YKK AP㈱埼玉

統括支社開発営業部課長速水謙太郎様本日の卓話

よろしくお願いします｡住宅東京支社さいたま支

店課長岸田隆雄様､ ㈱わかは工業営業部長佐々木

さゆり様ようこそ｡

上野拓也幹事11月20日～22日の3日間でノーザン

グアムRC創立40周年記念例会にご参加されました

町田会長､横田会長エレクト､柳国際奉仕委員長､

地域奉仕山中委員長､豊田国際交流友好担当委員長､

鈴木会員組織副委員長の6名の皆様大変におつか

れ様でした｡本日の卓話､ YKK AP㈱開発営業部

課長速水謙太郎様､ YKK APの皆様よろしくお願

い致します｡

大島雅文会員12/1研修会､ 12/2北東マスターズ､

参加よろしくお願いします｡

豊田愛祥会員　町田会長はじめ総勢6人で､ 11月20

日～22日にグアムを訪問し､ノーザングアムRCの

40周年記念例会に出て来ました｡前に皆様からウ

フイツイ-美術展への寄付を沢山していただいた

お陰で､東京から行った他の2クラブより格段の

歓待を受けました｡しっかり来年の当クラブ30

周年への参加を依頼して来ました｡

金子　努会員　今日は?の前夜祭､誰か付き合って

くれる人いるかな｡

篠原唯史会員　浦和レッズの鈴木啓太選手引退します｡
｢浦和の選手で始まり､浦和の選手で終わる｣男

の美学です｡

斉藤忠治会員11月14･ 15日地区大会､中旬のグア

ム訪問の皆様大変おつかれ様でした｡ AKK AP湘

速水謙太郎様､本日の卓話よろしくお願いします｡

llt非へのプレゼントになろう

AKK AP㈱　速水謙太郎様､本日の卓話よろしく

お願いします｡

囲谷昭吾会員　大分朝晩は寒くなりましたね｡去る
11月15日の第2770地区大会に参加して､公講演

のテーマであった認知症についての対応やら､デ

ィスカッションは大変よい勉強となりました｡先

日のグアム親善訪問の皆さん大変ご苦労様でした｡

今日の卓話､ YKK AP㈱の速水様よろしくお願い

します｡

富樫　孝会員　YAA AP㈱の皆様､本日の卓話お忙

しい中ありがとうございます｡

鈴木義男会員　本日の卓話YKK APのさん､大々的

に宣伝して下さい｡ 1件でも注文がありますよう

に｡

吉田律子会員　今日は暖かいですネ､本日の卓話速水

謙太郎様よろしくお願いいたします｡

今日の新聞､ニュース等で靖国神社の爆発事件を　　-~ヽ

知りました｡安全国のトップである日本国に衝撃

が走りました｡注意万全で日々過ごしましょう｡

山中重則会員　グアムに行って来ました｡台風で晴

れたのは帰る最終日だけでした｡

卓話者速水謙太郎様　20,000円

繰越金547,000円　本日55,000円　計602,000円

+++

先週の例会にお見えになった米国フ
ロリダ州セントピーターズバック

RCウイル･マイケルズ氏より御礼

のメールが届いております｡

(豊田愛祥会員訳)

員クラブ訪問の際には､歓迎頂きありがとうござ
いました｡豊田さんに通訳していただき､プログラ

ムの内容がよくわかりました｡さいたま市は大都市　′一ヽ

であり､貴クラブは大クラブです｡私は浦和での滞

在を心から楽しみにしておりました｡フロリダ州の

セントピーターズバックを訪れることがありました

ら私に一報下さい｡私のクラブにお立ち寄り下さい｡

本当にありがとうございました｡

出席報告
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例会日　毎週火曜日12:30-13:30　　会　長

例会場　浦和ロイヤルパインズホテル　会長エレクト
TEL 048-827-1 1 1 1　　　　　　　副

事務局　さいたま市浦和区高砂2-4-3　　幹

内田ビル3階〒330-0063　　　S

長事A会　　A

TEL 048-81J卜0450　　　　　　　副幹事

FAX 048-81 4-0460　　　　　　　クラブ広報委員長

町田　信行

横田　　元

浅見　　定

上野　拓也

羽鳥　和夫

鈴木寿和･飯田晃生

大熊　勝巳


