
２０１０年８月第１週号 

第２２７８回 
平成２２年８月６日(金) 点鐘１２：３０ 〈曇り〉     

◆国歌斉唱      『君が代』 

◆ロータリーソング  『奉仕の理想』 

◆四つのテスト  ～言行はこれに照らしてから～ 

 

       １．真実か どうか       

２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めるか  

４．みんなのためになるか どうか 

 

 

◆お客様紹介 

・地区職業奉仕委員会・クラブ研修委員会 

   委員長 海寶 勘一様(千葉西ＲＣ) 

・千葉県指定知的障害者更生施設 社会福祉法人「槇の実

会」 ひかり学園  理事長   児玉  章様 

              支援課長 武藤 直樹様 

・米山奨学生  閻 宏偉さん 

 

■ 入会式                              

 

≪梅村 星児会員 (㈱千葉興業銀行 取締役副頭取)≫ 

      紹介者：吉田 裕成会員 

出身は愛知県の清州市です。名

古屋城と清洲城の間ぐらいの場所

で、昔は多くの問屋があったところ

です。実家も問屋でした。 

 流山に住んで２１年になりますが、

都心に勤務しておりましたので、千

葉はあまり知らないのですが、家内が西都賀に住んでお

りましたのでいろいろ教えて貰っています。 

前職のみずほ銀行の名古屋支店長の時に２年ほどラ

インズクラブに入っておりました。不慣れではございます

が、いろいろとご指導頂ければと思います。宜しくお願い

致します。 

 

 

■ 会長挨拶及び報告        榊原 行夫会長    

≪理事・役員会報告≫ 

１）千葉南ＲＣ・創立５０周年記念事業について 

実施することで承認される。大規模で行うか、小規模

で行うか、次回の理事会で再度検討する。 

２）ロータリー情報研究会について 

当クラブがホストで、９月２４日（金）１４時点鐘にて例会

を変更して開催することに決定。本日の例会終了後、地

区クラブ研修員会・海寶委員長と打合せをする。 

３）「ひかり学園」の支援について 

・農産物の購入 ・バザーへの献品 ・家庭用品の寄付 

４）今後の親睦活動について 

ゴルフ会参加について 

８月１９日（木） 

千葉緑ＲＣ・ゴルフコンペ／浜野ゴルフクラブ 

９月９日（木） 

千葉南ＲＣ・ＣＳＲゴルフ会／ヌーヴェルゴルフ倶楽部 

１０月４日（月） 

地区大会記念親善チャリティゴルフ大会／ 

レインボーヒルズＣＣ 

５）新会員の委員会所属について 

  鈴木政彦会員⇒ 会計に決定 

  梅村星児会員、山口浩会員⇒ 親睦委員会に決定 

６）入会招聘状について 

  断ち切れている元会員の企業に招聘状を差し上げて

再度の入会をお勧めする案、次回までに検討する。 

７）７/３０納涼懇親夜例会会計報告について 

  全員登録で開催。会員２６名、ゲスト大人１８名・小学

生３名、幼児３名が参加。親睦委員会から、４７，２８４円

捻出。承認される。 

 

■ ご挨拶                              

≪地区職業奉仕委員会・クラブ研修委員会 

委員長 海寶 勘一様≫ 

皆様こんにちは。今日は、お邪魔

させて頂きまして有難うございます。 

９月２４日（金）、オークラ千葉ホテ

ルさんでロータリー情報研究会を開

催させて頂きます。これにつきまして

は、水野ガバナー補佐さんに全て
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委ねておりまして、ホストクラブの千葉南ＲＣさんに全て

を準備して頂くということで、織田ガバナーから拝命を受

けたクラブ研修委員会がその役目を担って各クラブを回

って準備に当たっているところです。各１４分区で開催さ

れるわけですが、テーマは、「私達はなぜ週一度ロータリ

ーに集うのか」で、地区委員が３０分間の卓話をさせて頂

きます。 

職業人としてのロータリアンとして、毎週の例会に集っ

て和気藹々と交友を深めながら、自分の職業の高潔な

職業人としてなる学びをして行こうというお話が出来れば

良いかなということで準備を進めてさせて頂いております。

ホストクラブの皆様には、ご足労をお掛けしますが、是非、

地区へご支援いただいて実のあるロータリー情報研究

会にしたいと思いますので、会員皆様のご尽力、ご協力、

何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

≪社会福祉法人「槇の実会」 理事長 児玉 章様≫ 

いつもお世話になります。千葉南ＲＣ様には、私共の

学園に対しまして、色々な献品や寄付並びに農産物等

をご購入下さいまして有難うございます。厚く御礼申し上

げます。 

現在、約１５０名の園生をお預かりしているのですが、

園生の１人１人が家に閉じこもるのではなく、社会と共生、

ご奉仕するということで、農作業や空き缶や段ボール箱

等のリサイクル品を回収したり、手工芸品の販売をしたり

しています。そして、それを売り上げて得た利益を園生

の給料としてお支払いをするというようなことをしておりま

す。今後とも皆様方のご支援をよろしくお願い申し上げ

ます。 

今年の秋も、農作物を販売させて頂きたいと存じます。

また、１１月２３日（火）には多古町でバザーがございます

ので、今回も献品頂ければと思います。 

本年も宜しくお願い申し上げます。 

               ↑児玉理事長 

“ひかり学園さんより、感謝状をいただきました。” 

 

■ 委員会報告                          

社会奉仕委員会より （金親博榮委員長） 

８月１日（日）、「第８回国際里山の集い」を開催しまし

た。暑い中、織田ガバナー、内貴地区広報委員長、川

原地区Ｒ財団委員長にもご参加頂き、ロータリアン２０名

を含め、約５０名が集いました。また参加したい、子ども

達を連れて行きたいという電話を頂戴しました。皆様の

ご協力に感謝申し上げます。有難うございました。 

 

 

■ 幹事報告               小林  透幹事     

・次週の１３日（金）は、定款により休会ですのでお間違

えのないようお願い致します。 

・食事時に置かれていたアメリカンチェリーは、米山奨学

生・閻宏偉さんのお土産です。 

 

■ ８月度会員誕生日祝い・結婚記念日祝い                         

誕生日祝い     ２８日 小林  透会員 

結婚記念日祝い  ２０日 寺澤 一良会員 

 

■ ニコニコボックス報告                      

☆海寶 勘一会員 

ロータリー情報研究会ではお世話になります。 

☆植松 省自会員 

上田欽一会員、本日卓話、宜しくお願い致します。 

☆向後 保雄会員 

先日の納涼懇親夜例会では、家族を参加させて頂き、

有難うございました。３日に娘の百夏が４歳になりました。

夜例会では、泣いてご迷惑をお掛けしましたが、楽しく

過ごさせて頂きました。有難うございました。 

 

 

■ 出席報告 (会員数４０名)                      

 

出席者数 32 欠席者数 7 ﾋﾞｼﾞﾀｰ  4 修正出席率 83.33 ％ 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい 

 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 7,000 円 累計 221,000 円 

金の箱   840 円 累計 5,275 円 

千葉ＲＣ 月 8/30・9/27 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 8/31・9/28 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 8/24・9/7・28 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 ― 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 8/25 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 9/30 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 9/16 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



 

★☆ 本日の卓話 ☆★ 

演  題…『体と自然に優しいお洗濯』 

卓話者… 上田 欽一会員 

 

単身赴任を１６年間の経験か

ら皆さんが余り気にしていらっし

ゃらないと思われる洗濯につい

てお話を致したいと思います。 

私が洗濯に気を使っている

のは単身赴任中にアレルギー

体質になったためです。 

出身地の徳島県では全くア

レルギーに無縁だったのですが、単身８年を迎える頃に

突然発病しました。内容は鼻の粘膜から出血するように

なったのですが、気にすることも無く放置しておりました

が、段々ひどくなりましたので耳鼻科（北九州）で診察し

ていただきました。結果は花粉を含めて多数のアレルギ

ー物質に反応するとの事で投薬を始めましたが改善さ

れない状態の時、北九州企業の「シャボン玉石けん」の

故森田社長とお話する機会がありました。同社が化学物

質や合成添加物を一切含まない無添加石けんの製造・

販売に転換したのは、家族のアレルギー対策が主たる

要因であり、且つ自然に優しい石鹸を作ろうと決断したと

の事でした。早速、ミーハーな私は同社の洗剤を購入し

て使い始めましたが、すぐにアレルギー体質が改善され

ることはありませんでした。その後東京本社に再度転勤

となったある週末に洗濯物をベランダに干していた時、

肌着に黒いものが付いている事に気付き、取って見てみ

ると「カビ」のようであり早速かび取り剤を購入し洗濯機の

カビ取りを実施し安心しておりました。その後も定期的に

カビ取り剤で洗浄していましたが洗濯物の臭いが気にな

っておりました。 

 そんな時、たまたま重曹と酸素系漂白剤を使った洗濯

で洗濯槽のカビが取れ、且つ自然にも優しいとのコラム

を見て「これだ」と、またまたミーハーな私は薬局に飛ん

で行き、重曹と酸素系漂白剤を購入と同時に合成柔軟

剤を「クエン酸」に変更いたしました。 

結果は、洗濯するたびにカビがびっくりするほど気持

よく取れていきました。取れ方はすごいですよ。現在はカ

ビ取り剤での洗浄をしておりませんが、カビは一切出て

きておりません。 

重曹洗濯を始めて約１年になりますが、それが要因か

どうかは分りませんが、あれだけ治らなかったアレルギー

が最近改善いたしました。今では、アレルギーの薬を飲

んでおりません。カビは体によくありません！ 

これから洗濯槽の洗浄方法と通常の洗濯方法につい

てお話しさせて頂きます。 

 まず重曹ですが、薬局で１キロ４００円程度、次に酸素

系漂白剤（過炭酸ナトリウム）１キロ９００円程度、次にク

エン酸（３００グラム）５００円程度で販売しております。 

 

≪洗濯槽洗浄≫  

最初はお湯での洗浄をお勧めします。 

 

１．洗濯槽にお風呂の残り湯かお湯を最高水位まで入

れます。次にバケツ等でお湯の継ぎ足しをして下さい。

何杯か入れていくと側面からお湯のこぼれる音がします。

その水位位置が洗濯槽の上限水位となります。 

２．重曹と酸素系漂白剤を水１０リットルに対し大さじ各一

杯（４５リットルなら各５杯）を洗濯槽に入れます。 

３．洗濯機を３０～６０秒程度回します。 

４．洗濯槽のお湯をコップ等で洗濯槽の側面と側面上部

（固定枠）および、糸くずホルダー内部にたっぷり流し込

みます。（回転槽との固定枠の隙間と固定枠の上に開い

ている穴等）洗濯槽内の水位は変わりません。 

５．そのまま１時間程度放置し、その後３分程度回転させ

ます。 

６．１０～２０分程度放置し再度、上記４の作業を行い３分

程度回転させます。これを２～３回行ないます。 

７．念入りすすぎモードで洗濯して下さい。 

取れるカビの量が多い場合は上記の手順を何度か

繰り返した後に通常洗濯することをお勧めします。 

 

≪通常洗濯≫ 

１．水１０リットルに対し大さじ１杯の重曹と酸素系漂白剤

大さじ１～２杯を入れます。 

２．柔軟剤ポケットにクエン酸大さじ１/2 杯。（粉ですので

水で流し込んでください） 

３．無添加石鹸（必須）を必要量。（通常量の半分程度）  

４．当分の間は念入りすすぎモードで洗濯、カビが出なく

なれば通常モードでＯＫです。 

当初は洗濯物に取れたカビが付着しますので干すと

きに取り除いてください。洗濯する毎にカビは減ってきま

す。 

１週間に一度程度、洗濯槽洗浄工

程の４を通常洗濯時に行なってくださ

い。 

 是非ご家庭で試してください。健康

に留意しましょう。 

 

 

 

 

 

第２２８０回例会 

日時⇒  平成２２年８月２７日(金) 点鐘１２：３０ 

演題⇒  『ホテルマンのナイショ話』 partⅡ 

卓話者⇒ 瀨谷 研一会員 

 

第２２８１回例会 

日時⇒  平成２２年９月３日(金) 点鐘 12：30 

演題⇒  『自己紹介』 

卓話者⇒ 山口 浩会員 

         

 


