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第 1581 回

例会

◇点
鐘
宮崎会長
◇国歌斉唱
◇ソ ン グ
「四つのテスト」
◇ゲスト並びにビジターの紹介
ゲスト：立川ブラインド工業株式会社 富山営業所
主事 矢野 泰之 様
倉野 靖久 様
◇会長挨拶並びに報告
皆さんこんにちは。
あと一か月で会長職が終わります。
これも皆様のおかげです。本当にお世話様です。
昨日、野球観戦ご苦労様でした。途中で皆さんが帰ら
れた途端に負けました。反撃も実らず非常に残念です。
今日は、立川ブラインドの矢野さんに来ていただき、
部屋の中の環境について、ブラインドをすることによっ
てどのような利点があるかについてお話をしていただき
ます。
昨日山へ行ってきてススダケを採ってきました。山の
最深部に入ると採れず、600～700 メートルのところで
採ってきたものです。これは焼いて味噌をつけて食べて
いただけると一番おいしいです。
＊クラブ定款第 10 条第 3 節に基づき、本年度の会計監
査委員に紺谷、早川両パスト会長を指名いたします。
◇ニコニコ BOX 報告
宮崎会長：①立川ブラインド矢野様、倉野様、卓話よろ
しくお願いします。
②昨日の野球観戦お疲れ様でした。
③富士見会の皆様、ありがとうございました。数
田さんには行きも帰りも運転していただきありが
とうございました。
村牧幹事：①昨日野球観戦お疲れ様でした。
②良い事がありました。
宮田義弘君：昨日、サンダーバーズの試合観戦参加の
皆様、ご苦労様でした。前回に続き負けました。
中村勝治君：結婚祝いの花をいただいて

6月

1 日（月）

数田 繁君：荻布さんにお世話になりました。
上田 博君：在籍表彰をいただきまして！
【今年度ニコ BOX 累計額
1,016,000 円】
◇幹事報告
１） 本日例会終了後、
6 月定例理事会を開催いたします。
２） 回覧：①RI 日本事務局「財団室 NEWS」2015 年
6 月号
３） 配布：①会報 NO.37
②6/6（土）第 3 回富山第 4 分区ゴルフ大会
組み合わせ表
③6/22（月）最終夜間例会のご案内
④7/11（土）第 32 回全国ロータリークラブ
野球大会のご案内
⑤創立 35 周年記念例会（式典）の写真
⑥ロータリー手帳（購入者）
◇委員会報告
＊紺谷雑誌委員長より「ロータリーの友」6 月号の紹介
◇6 月在籍表彰
金森哲司君（３５年）
・勝山 功君（３５年）
金田恒幸君（３５年）
・紺谷司郎君（３５年）
荻布精一君（３５年）
・田辺千秋君（３５年）
和田充弘君（３５年）
・松長一雄君（２６年）
八塚昌俊君（２６年）
・数田 繁君（２６年）
北野健一君（１４年）
・上田 博君（ ７年）
◇6 月誕生日祝い
元井 實君（２２日、７８歳）
◇6 月結婚記念日祝い
長澤貴士君（ ６日、１７年）
藤田 誠君（１６日、１４年）
◇出席報告

出席者 32 名 メイクアップ済 2 名

名誉会員

会員数

本日の出席率

1名

44 名

87.18 ％

5/18 例会
修正出席率
95.24 ％

◇本日のプログラム（担当：会長・環境保全）

問題となった製品は海外のもので、海外では一切規定
はございません。
卓話「ブラインドの効用」
開発した中で面白いブラインドがいろいろあります。
立川ブラインド工業株式会社
二重サッシにされるとき、内側を障子風なガラスを入
富山営業所
れられることが多いです。内と外のサッシの間に入れる
主事 矢野 泰之 様
ブラインドがあります。羽幅は 1.5 センチとなります。
倉野 靖久 様
二重サッシの前にブラインドやカーテン等をつけられる
と部屋が非常に狭く感じます。しかしながら、この隙間
に入れるブラインドは部屋を広く感じますし、とても省
当社の本店は東京にあり、全国で 65 支店・営業所が
ございます。各都道府県に一営業所がございますので、 エネです。
アフターフォローはできていると思います。富山営業所
採光調整として、上だけ羽が広がり光を取り入れ、下
は閉じておくものがあります。また、真ん中のコードを
におきましても、4 名体制でまわっております。設計事
務所様、ハウスメーカ様と日々ラウンドしております。 なくして隙間をなくしたものもございます。これは、外
このような場所で一般のオーナー様やユーザーの方々に からの視線を遮ることが出来ますので、女性の方などは
お会いするのはなかなかありませんので、簡単にご説明 安心してお使いになれると思います。
させていただき、当社の考え方を含め新しい製品のご紹
よくあるトラブルは羽を折ってしまうことです。その
介をさせていただきたいと思います。
場合、折れた一枚だけ横に抜くことが出来ます。羽一枚
最近の傾向といたしまして、自然現象が大変不安定で だけを手配していただくことも可能です。このように付
加価値を持ったものをご提案しております。
す。先日も火山の噴火や地震、5 月にもかかわらず 30
度を超える真夏日となっています。省エネや断熱などい
アルミ製のブラインドと木製ブラインドを比べますと、
ろいろな研究をしていらっしゃると思いますが、当社と アルミは熱伝導率がよく、夏場だと 80 度ぐらいになっ
しても「窓から省エネ」をコンセプトに約 5 年前からい てしまいますが、木製だと熱伝導率が低く、そんなに高
ろいろな製品を開発しております。
くなりません。空調の効果もあります。また、省エネの
皆様の事務所につけておられるアルミブラインドです。 観点からでも、木製ブラインドをお勧めします。
最近カーテンの需要は減りつつあります。やはり省エ
これをベースに約50 年以上製品を販売しておりますが、
より高機能な製品をご提案しようと開発しております。 ネを考えたり、空間を広く取りたいと考えたりする場有
昨今、太陽光について南面・西面にある事業所が対策 は、やはりブラインドとなります。機械的に採光調整が
を講じておられます。設計事務所様などが、先陣をとっ 出来ます。
て太陽光発電をして、実際に効果を見られ、お客様にご
最後にブラインドの掃除は静電気で埃を除去すること
提案されています。
をお勧めします。
この例会場に窓が２か所あるとします。そうすると、
〓 ６月定例理事会の報告 〓
外気の影響がとても出てきます。そういった場所に商品
１．会費未払い退会者の件・・・会長預かり
をご提供しようと考えております。窓にはガラスやサッ
＊酒井善広 元会員（2013 年 10 月 28 日退会）
シ、フィルムがありますが、100％外気を遮ることはで
→渡辺年度で数度催促するも不調
きません。それをいかに採光調整が取れるかをご提案し
→請求書は過去 5 回以上送付
ています。
２．四津谷道昭ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰご逝去の件・・・会長預かり
夏の 4 か月といいますが、最近は 7 か月ぐらい影響を
＊クラブとしてどのような対応をするか
受けるのではないかと思います。ブラインドといっても
＊富山新聞より、広告掲載の案内あり
アルミ・木製・生地もの縦型・横型といろいろなものが
【確認事項】
あります。カーテンももちろんございます。値段の安い・
１．新入会員入会の件
高いはございますが、それによって窓の採光調整・断熱・
氏
名：中村あずさ（なかむら あずさ）
熱調整を上げることをお考え願います。
職業分類：弁護士
一般のブラインドからご説明させていただきます。最
事業所：高岡つばさ法律事務所
安値です。
昇降のコードがついており上げ下げできます。
推薦人：宮崎外男会長、唐沢英夫副会長
横にポールがあり、採光調整が出来ます。一つ違ってき
２．上田西ロータリークラブへのご祝儀の件
たものは、ここ 3～4 年コードで子供さんが首にひっか
＊当クラブ 35 周年記念例会（式典）へのご祝儀は
けるという事故があり、コードが約 8 キロの荷重をかけ
３万円と装花だったので同程度を拠出
ると外れます。8 キロといいますと、赤ちゃんがハイハ
３．今年度会計監査委員の件
イするぐらい、約 6 か月が 8 キロです。そうしますと物
→紺谷司郎、早川勇 両パスト会長を指名
を引っかけたり触ったりします。そうした時に大丈夫な
＊本来であれば、藤田誠一郎・岡本パスト会長にお任
ように当社が先陣を切って販売いたしました。今ではど
せするところだが、２名とも退会
このブラインドメーカーにもこの機能はついております。
＊次の渡辺公嗣パスト会長も退会予定

