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2019-2020 年度 

国際ロータリー会長／ マーク・ダニエル・マローニー  会長／ 持田 稔樹  副会長／ 釜屋 治男 

２６９０地区ガバナー／ 古瀨俱之          幹事／ 杉原 朋之   会 計／ 板垣 文江 

 
■■■ 例会プログラム ■■■  

例 会 日 卓 話 者 演 題 

1 月 16 日 会員 田中浩・飯塚大 年男の抱負 

1 月 23 日 次年度幹事 原 泰久 次期Ｒ財団委員長研修会報告 

1 月 30 日 休 会  

2 月 6 日 職業奉仕委員会 
職場訪問例会 12：30～ 

NIPPONIA 出雲平田 木綿街道 

■■■ 出席報告 ■■■   

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 

42 29 13 (6) 80.56 % 

■■■ 欠席者 ■■■   

三好／原伸／大谷良／板垣／清原／内田／園山  

（山根／牧野／遠藤／黒田／伊藤／河原） 

■■■ 来訪者 ■■■   

 12/26 永島・中村(出雲) 

12/26・1/9 堀江・中田・溝本(松江しんじ湖) 

1/9 松本・田中・小玉・福間・竹内(出雲南)   

■■■ メークアップ ■■■   

 な  し 
*********************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■   

（ 1 月 23 日）  神田慎一／大谷良治／佐々木哲也 

（ 2 月 6 日）  久家正義／園山 繁／高砂明弘 

■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■  

月 出雲中央   松江南  1/27  2/10   

火 出雲  2/18  2/25(－)   松江しんじ湖  1/28   2/25  

水 大社  1/29(－)   松江  1/29   

木 (－) ； ビジター受付 なし 
松江東  1/23(－)  1/30  

2/27(－)   

金 出雲南  1/17  1/31    

■■■ 会長挨拶 ■■■   

本日は、寒くなってきたので、「体感温度」について話したいと思います。 

「家が寒い」、「部屋が寒い」、と感じていませんか？ 

もしかしたら、暖房するときに、エアコンのスイッチを家に帰ってから入れ、最高

温度で部屋を暖め、少し暖かくなったら、設定温度を下げていませんか？ 

しかしその時、空気は暖かくなっても、家の床や壁はまだ冷く、家具類も冷た

いままです。 

また「エアコンの風が嫌いだ」という方が多いように聞きます。 

暖房だと、風が皮膚に直接にあたると、皮膚が乾燥してカラカラになり、水分を

奪って行きます。 

冷房の風が直接に当たると、冷たい風で皮膚が痛くなってきます。 

これは、吹き出し口の風の温度が 5℃位しかないので、皮膚が痛くなってきま

す。 

 

 

しかし、最近の建物は違ってきました。 

窓枠が気密性が高くなり、隙間風が入らなくなり、室内の温度と湿度の調節

が可能になりました。 

冬の外気は湿度が低いので、室内の湿度も当然低くなり、30～40％前後で

す。そこにエアコン暖房をされると、水蒸気が出ないので、湿度がさらに下がっ

て来ます。そうすると、30％以下になると、眼が痛くなり、のどがカラカラになり、

風の菌が繁殖します。 

気密性が高い学校がエアコン暖房すると、インフルエンザが増え、学級閉鎖も

増えるのです。最近では、インフルエンザ予防に加湿暖房する学校も増えてき

ているようです。 

こうした建物を「高気密・高断熱」の建物と言います。 

この建物は、室内空気の温度と、床壁天井の温度が同じになり、エアコンの

吹き出し温度も、室温と同じになります。 

そうする事で、肌にあたる風が柔らかくなり不快感が解消されます。 

この時に「体感温度」がちょうど良くなり、室内を「快適」と感じます。 

室内の体感温度は「室温+ガラス面温度÷2」です。 簡易的な平均温度の

事です。 

家全体が平均化すれば、心筋梗塞や脳梗塞の恐れが減ると言われていいま

す。  健康に留意して、冬季を乗りきってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■ 幹事報告 ■■■   

１．I M (Intercity Meeting) 出欠表を回覧しております。 

  ご記入まだの方、よろしくお願い致します。 締切 (1/20) 

 

■■■ スマイル ■■■   

持田稔 （本日は年男の皆様、よろしくお願い致します。） 

大島卓 （会員の皆さん、米寿のお祝いありがとうございました。今年は米寿の

青春を楽しみたいと思います。よろしくご指導下さいませ。) 

田中 (還暦を間もなく迎えます。今後ともよろしくお願い致します。) 

飯塚大 （年男の Speech にて駄弁を弄しました。 失礼しました。） 

恒松 （今日は３人の年男の方々のめでたいご挨拶、ありがとうございます。） 

 

 

 



■■■ スピーチ・例会行事 ■■■   

「年男の抱負」 

田中 浩史  会員 

３月生まれですので同窓会としての還暦のお祝いは昨年済ませましたが
今年の３月２日には満６０歳を迎えます。昭和３５年（1960 年）生まれで、
平田クラブには飯塚大幸会員がおいでになります。昭和 35 年は今上陛
下が 2 月 23 日にお生まれになって私は「浩」の一文字をいただいています。
また有名な浅沼社会党委員長の刺殺事件、カラーテレビの放送が始まり、
総理大臣は安倍首相の祖父岸信介首相から池田勇人首相になりこの
ころより高度成長経済が始まろうとした年にもあたります。そして日米安全
保障条約が批准され、まさに 60 年安保闘争が始まろうとした時代にもあ
たります。 

平田保育所・平田幼稚園・平田小学校・平田中学校・平田高校その後
は東京の大学へと進みました。小学 6 年の時に有名な浅間山荘事件が
起きて夕方の警官の突入シーンをテレビの生放送でみた記憶があります。
当時の担任の先生は人質をとって立てこもった連合赤軍を非難しながら
も「あの人たちの団結力を云々」と言われた記憶があります。当時の小中
学校は戦中の軍隊を経験した先生方が管理職、若い先生方は全てで
はないけど学生運動が起きた時代を経た方々で、そのような図式が理解
できたのは、当然のことながら大人になってからのことでした。 

前回の 42 才の祝いの会長の挨拶では、かける２倍の寿命がありこれから
が益々脂の乗り切った人材となるであろうとかいうような挨拶でしたが、さす
がに６０才の還暦を迎えるとかける２倍は絶対といっていいぐらいありません。
せめて１．５倍は健康で過ごしつつ息子に店をバトンタッチしたいと考えま
す。元旦には氏神様の宇美神社様と正月には一畑薬師様を参拝しまし
た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯塚 大幸  会員 

私は今年の一年は人にやさしく、日ごろ従業員に厳しすぎるのではご指
摘を受けます。全般、槇野会員の感動的な結婚式によばれましたが、私
がなくなったときにはどういう弔辞を読まれるか冗談に思ったり、また娘が結
婚するときはなんて言われるだろうかと思うと、優しくスマイルを絶やさいな
い還暦の歳を過ごしたいと思う。かつて会員だった父がなくなった後の２００
３年にロータリーに入会しました。青年会議所が「特効薬」とすればロータリ
ーは「漢方薬」で長くいるほどありがたさがしみわたってきます。たまに例会
を何週間か休むとむしょうに恋しくなります。ロータリーではプログラム委員
長・幹事・会長を経験し、今は情報委員で家庭集会を開催したと思って
います。住職になった時は多くの従業員がいたり宿坊もあったりしました今
では少ないメンバーながら少数精鋭でやっている。一畑薬師は檀家寺で
はなく信仰寺です。近年は永代供養を望まれ人生相談や勉強させてい
ただいている。生き方にについて坊さんとして存在意義を感じている。また
るんびにぃ苑は３０年になるが、人の生き死に老いやなくなることに直結し
ているがお坊さんに繋がっていることがあり介護施設を勉強する機会があ
る。新しくリニューアルする計画も進んでいる。 

 

還暦になっても学校の PTA にかかわっているし、母親はコテージの世話を
したりしている。コテージはインターネットで予約が入り、シンガポールの男
性が14 連泊もしている。本当の日本とか本当の日本らしい日本を探求し
ているのでは。最大の問題は後継者であるが、父は 69 才で亡くなり自分
自身もその年に近づいているが、あと 9 年しかないと気持ちで過ごしている。
尺八の会や島根半島 42 浦の会長もしている。出雲の国神仏霊場や湖
北線の縁結び街道ではかかわりが深くなっているが、本業とは別ながらも
つながりのある地域振興に結び付く。趣味はいろいろあるが健康面ではサ
ウナと自転車を、一畑マラソンや地区民体育会のロードレースにも参加し
ている。 

 


