
- 1 -

★事務所：神奈川県平塚市豊原町22-13 TEL/FAX：0463-36-2255

★例 会：第1・第3・第5 木曜日 12:30～13:30 大磯プリンスホテル TEL：0463-61-1111 FAX：0463-61-6281

会 長 石山 智司 会長エレクト 新宅 文雄 幹 事 桜川 誠

№１６第２４８８回 例会 令和２年１月９日

■司会:瀬戸 亨一 ■点鐘：石山 智司 ■合唱：君が代・奉仕の理想

・１月16日：休会 ・1月23日：大磯・二宮合同例会 ・1月30日：休会 ・2月6日：理事会◇プログラム

)◇出席報告 例 会 会員数 出席数 出席率 ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 修正出席率 ◇欠席者４名

２４８８回 16(14) 10 71.43％ － － 原、太田、田中、布川さん

)２４８６回 16(14) ９ 64.28％ － － ◇ﾒｰｸｱｯﾌﾟ(0名

ＩＭキャラバン隊＝◇ゲスト：

ホストクラブ平塚北ＲＣの上原、栗原、高橋の3氏

：☆上原ＩＭ実行委員長挨拶

2月8日(土)にプレジールにて12:30点鐘で開催しま

す。大磯クラブの皆様多数の参加をお待ちしており

ます。今日はキャラバンということで3名でお伺い

「大災害時代の備え」～命しましたが、今回は特に

で行います。前を守る、地域を守る～というテーマ

半は平塚市で今年出来ました市長室の防災危機管理

担当者の卓話をお願いしました。そして「命を守る、

君
が
代
・
奉
仕
の
理
想

地域を守る」については、横浜の専門家の方が火は

どうしておこせるのか、ご飯はどうして炊けるのか

などいろいろ実験をしながら皆さんに聞いて頂こう

と考えており、大変参考になると思います。どうぞ

ゆっくり聞いて頂いて楽しいＩＭを過ごされたらと

願っています。どうぞよろしくお願いいたします。

今日は大磯プリンスの綺麗なところで食事が出来

ることを嬉しく思っています。
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◇おめでとうございます

（1/29)誕生日祝：新宅文雄さん

29日が来ると満83歳

になります。健康には

問題なく過ごしていま

すが少し耳が遠くなり

まして補聴器をしてい

ます。女房に先立たれ

まして7年になり、独

りで自活をして思うのですが、若い頃に皆さんと議

論した時に、労働者階級、中産階級があるが、中産

階級とは簡単ではないんだよ、中産階級とは自分で

働かなくても飯が食えることを言うんだよ･･･。そ

したら年金生活者になったら皆な中産階級になる、

有り難い話だ な、そんなことを思い出しました。(笑)

有り難うございました。

（1/31)誕生日祝：瀬戸亨一さん

去年50になって、今

年51歳になってしま

(若いな!)。いました

大台に乗った気分

で1年がたってしま

ったんだな というあ

気持ちです。この

あと卓話をするのですが、思わぬゲストが3人も

来られた前で拙い話をします、お聞き苦しいと

思いますがどうぞよろしくお願いいたします。

有り難うございました。

◇出席報告 百瀬恵美子委員

◇会長報告 石山智司会長

明けましておめでとうございます。本年もよろしく

お願いします。

昨年は平成で始まり、令和になり、皇位継承が行

われました。異常気象による猛暑、台風15号、19号

で多大なる被害を被りました。

神奈川県では本牧の工業地帯が殆ど全滅になりまし

た。紙の問屋、精密機械は廃業する人が半分以上に

なっています。新聞では本牧のことは取り上げてい

ませんが、業界では福島以上に大変なことになって

います。何故なら塩水がかかってしまい、どうにも

ならない。福島の田圃が塩水にやられて回復に10年

かかるといいますので、本牧の回復には相当の時間

がかかると思います。

今年1年我がクラブの会員の皆さんには美味しい

ものを沢山食べて健康でいて頂きたい。そして奉仕

事業についても良かったなと皆さんから言われるよ

うなクラブにしたいと思います。皆さん宜しくお願

いいたします。

例会終了後理事会がありますので出席下さい。
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◇幹事報告 桜川誠幹事

本年も宜しくお願い申し上げます。

地区より：

1．ロータリー奨学生帰国報告会のお知らせ

2．第8グループＩＭのお知らせ：キャラバ ン隊の

皆様ご来駕有り難うございます。

3．今月のロータリーレート：￥110/＄1

4．下半期人頭分担金納入のお願い

：1月23日は二宮ＲＣとの合同例会です。次回例会

昨年同様先にボーリング大会を行い、そのあと18時

点鐘で例会を行います。

ボーリング頑張って下さい。

◇委員会報告：

☆スマイルボックス 河本親秀委員

・上原公夫さん、栗原幹樹さん、高橋好文さん(平

：ＩＭキャラバンで伺いました。宜しく塚北ＲＣ）

お願い致します。

新年おめでとうございます。本年も宜・石山会長：

しくお願いします。新宅さん、瀬戸さん誕生日おめ

でとうございます。平塚北ＲＣ上原ＩＭ実行委員長、

栗原会長、高橋会員ＩＭキャンペーンようこそ。皆

で盛り上げましょう！

：新宅さん、瀬戸さん誕生日おめで・井上浩吉さん

とうございます。

：令和2年あけましておめでとう・百瀬恵美子さん

ございます。新宅さん瀬戸さんおめでとうございま

す。ＩＭキャラバンの皆さんようこそ。

：あけましておめでとうございます。・守屋紀忠さん

今年も宜しくお願いします。新宅さん、瀬戸さんお

誕生日おめでとうございます。上原さん、栗原さん、

高橋さんＩＭキャンペーンごくろうさまです。宜し

くお願いします。

：誕生日祝い有り難うございます。・新宅文雄さん

瀬戸さん卓話宜しく。平塚北ＲＣキャラバン隊の上

原さん、栗原さん、高橋さんようこそいらっしゃい

ました。ご指導宜しくお願い致します。

：新年あけましておめでとうござい・鈴木美乃さん

ます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

：明けましておめでとうございます、・河本親秀さん

本年もよろしくお願いします。平塚北ＲＣ上原さん、

栗原さん、高橋さんＩＭキャンペーンにようこそ。

宜しくお願いします。

新宅さん、瀬戸さん誕生日おめでとうございます。

瀬戸さん卓話楽しみです。

☆河本親秀：

ウガＮＰＯコンフロントワールドの荒井代表から、

したとの報告書(1/8付)がンダのトイレ建設が完了

参りました。表紙に瀬戸さんと現地の人たちとの写

真が載っています。7ページの報告書です、来週コ

ピーを配布します。地区では3月に国際奉仕の事例

紹介セミナーを開催される予定ですが、そこで瀬戸

さんに報告して貰いたいと希望しています。

☆新宅文雄さん：

国府小学校へのサッカーゴール寄付 神奈川について

21ページにに記事が載っています。新聞の12月24日号

「撤去危機のサッカーゴール=地域の”サ見出しは

ンタ”が寄贈」 中崎町長から新宅会長エレの記事と

が大きく出ています＝瀬戸クトに感謝状贈呈の写真

会員作成の報告書配布すみ＝石山会長に代わり私が

受け取った感謝状の文面を読み上げます。

感 謝 状

大磯ロータリークラブ会長 石山智司様

この度 町のスポーツを通じた教育へ深いご理解

を頂き 貴会の特別のご芳志により 子供たちのため

に サッカーゴールとゴールネットを寄付頂きまし

たことは 誠に感謝に堪えないところであります

よってそのご厚志に対し感謝の意を表します
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令和元年12月23日

大磯町長 中崎久雄

皆さんのお陰でサッカーゴール☆瀬戸亨一さん：

を子供たちのために寄付できました。子供たちは大

変喜んでいます。先日、校長先生にお会いした時に、

有り難うございましたとお礼をおっしゃっていまし

た。 手塚さんが参加されスキーツアーに参加を!

ますが、大藤さんや他の皆さん如何ですか･･･、プ

リンスさんのお陰で、駐車場をお借りでき、バスも

出して頂けます。是非の参加をお薦めします。

◇卓話

◆◇◆建築・健康・

◆◇◆遠赤外線のお話し

瀬戸 亨一さん

初めての卓話の担当です。

著名人も知り合いに居ませんし、自分の仕事に関係

したお話しか思い付きませんでしたので、御聞き苦

しい部分が多いと思いますが、よろしくお願い致し

ます。

大磯町で文化庁有形文化財登録されている建物が3

箇所あり計6棟ございます。

弊社で改修工事に関らさせて頂きました物件が上記

の資料にあります、6棟の内4棟ございます。

大磯町内で建築を業としている者として嬉しく思い

ますし、弊社の理想としている工事請負物件でもあ

ります。

上記の写真は旧横溝千鶴子氏が自宅として使ってい

た建物を大磯町に寄贈し、教育に関係する事に使用

する事を望まれた故横溝様のご意向を大磯町が大磯

町教育研究所として使用する為に改修工事を発注し

2019/9月に竣工をした工事を弊社で請負いました。
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2020/1/7にオープンセレモニーを執り行った時の写

真でございます。

上記の写真は弊社の施工した物件で施工中と熱を帯

びているかどうかをセンサーで確認をした時の写真

です。

この物件のお客様はたいへんご満足して頂いていて、

身体が暖かい、部屋が暖かいと仰られています。

日中も付けっ放しにしていて、お出掛けの時にだけ

電源を切っておられます。

普通の電気式床暖房よりも電気使用量は少なくて済

むので、経済的にもお勧めできる商品です。

普通の電気式床暖房は30°位あれば良いとされてい

ます、弊社で取り扱う遠赤王(遠赤外線床暖房)はフ

ローリングが40°～50°まで熱を発します、パネル

自体は70度位まで熱を帯びます。

実験でわかるように50°でも氷が解けました。パネ

ルは70度も熱を帯びているのにパネルに触れている

氷は解けません。

人が手のひらを当てると熱く感じますし、感度が良

い人は触り続ける事が出来ませんでした。

このような不思議な現象の種を明かすとパネルから

は光が発せられているだけで熱源が物質(鉄、銅、ｱ

ﾙﾐ、不凍液 等)を温めたものではないからです。

光とは表に示すように育成光線(遠赤外線の中でも

人体が発している遠赤外線と同じ波長の光)です、

人は同じ波長の光を浴びると体内の分子が振動して

熱として感じる訳です、ですから身体内部から温ま

る感触を得る事が出来ます。

太陽の下に居る時と日陰に居る時は太陽から出てい

る遠赤外線のおかげで温かさを感じる訳です。

温度計をもって日向と日陰に移動すると気温が同じ

ことがわかります、このことからも人にも太陽と同
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じ波長の遠赤外線を持っている事が理解して頂けた

でしょうか、氷が解けないのは氷が無機質である為

に遠赤外線(光線)に反応しませんから氷は熱として

感じない訳です。

人は体温が高い人ほど病気になりにくく、体調がす

ぐれない人は体温が低くなっているとよく聞きます。

私も足がつる事が良くあります、足が冷えている時

は特につり易いと感じていますので、ドーム型の遠

赤王を布団に入れて就寝しています。

日頃も腎ウォーマーや暖ベルトを使って体を冷やさ

ないように家族でも使っています。
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上記は「がん」が熱に弱いと言われているデータで

す。

私は医者ではありませんし「がん」の事を詳しく知

っている訳ではありません、

しかし、知り合いに「がん」患者もいますので、大

変興味を持っています。


