
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2018-19年度 地区方針】それぞれが輝くロータリー 自らの行動でクラブの可能性を拡げよう                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

    例 会 報 告       

 開会点鐘  小島 徹会長  

 司  会  原 敏之 SAA 

 合  唱  「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介  内田 義治 親睦活動委員 

今後のプログラム予定 

4月 プログラム名 

 第 3例会 4月 23

日 
入会卓話 佐川 陽子会員 

      4月 30

日 
休会 

出 席 報 告 伊藤 稔出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

43名 37名 

6名 

対象外 

（4） 

92.31％ 

欠 12名 

対象外 

（7） 

MU3名 

86.1

1

% 

 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  渡邉 新治会員 

白井 正男会員  松井 孝至会員  金子 利昭会員 

田邉 進 会員 

ニコニココーナー  志村 修司 補 SAA 

小島 徹会長：本日は新田様・黒田様ようこそお越し頂

きました。そして今日は栗原会員の畳のお

話、楽しみにしています。 

貝田 充幹事：栗原会員、卓話楽しみにしています。よ

ろしくお願いいたします。川崎新田ジム黒田

選手「川崎から世界へ」を実現してくださ

い！ 

川口 禮敬会員：栗原会員、卓話ご苦労様です。楽しみ

に拝聴させていただきます。 

内藤 幸彦会員：栗原会員卓話楽しみです。またマシュ

ー君の両親歓迎会の獅子舞大変感動致しまし

た。川崎新田ジム新田会長・黒田選手世界タ

ゲスト 
新田 渉世 様 

川崎新田ボクシングジム 
会長 

ゲスト 
黒田 雅之 選手 

川崎新田ボクシングジム 
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イトルマッチ人生の大きなチャンス、ベスト

を尽くしてください。 

冨岡 昭一会員：栗原会員入会卓話よろしくお願いしま

す。 

伊藤 文治会員：栗原さん卓話ご苦労様です。 

小泉 繁勝会員：栗原会員、先日の獅子舞華麗な演舞、

堪能いたしました。本日の卓話楽しみに拝聴

いたします。 

廣山 宗一会員：栗原さん入会卓話おめでとう。 

小島 満会員：先週のお花見例会では渡邉さん大変お世

話になりました。 

小丸 日出夫会員：栗原会員の卓話が楽しみです。 

萩原 ひとみ会員：栗原様、地区協お疲れ様でした。入

会卓話楽しみにしております。本日は新田ボ

クシング新田会長と黒田選手をお招きしまし

た。5/13（月）18：00後楽園ホールで世

界フライ級タイトルマッチに挑戦します。皆

様是非応援よろしくお願い致します。 

細山 勝三郎会員：先日の地区研修協議会出席の皆様、

ご苦労様でした。大変有意義で楽しい協議会

でした。 

鹿島 義久会員：先日の地区協議会では、皆様にはお世

話になりました。本日は入会卓話 栗原茂昭

様楽しみにしております。 

小林 敏伸会員：井上光明さんのご冥福をお祈りして。 

市川 実会員：渡邉さん先週はありがとうございまし

た。 

島 利夫会員：いつもお父様にお世話になっています。

ありがとうございます。 

中山 武夫会員：三寒四温で天候不順ですのでご自愛く

ださい。 

原 敏之会員：栗原さん卓話楽しみです。 

合計  18件 27,    21,000円。 

累計  482件    629,000円 

会 長 報 告 小島 徹会長 

1.国際ロータリーより 2019年 4月のロータリーレーの 

 お知らせが届いております。2019年 4月 1ドル＝110 

 円 （ご参考）3月ロータリーレート：110円 

2.地区より 2020-21年度 R財団ロータリー平和フェロー 

 募集開始のお知らせが届いております。詳細は回覧た 

 します。 

3.公益財団法人米山梅吉記念館より以下のお知らせが届い 

 ております。・春季例祭 日時： 4月２０日（土 14： 

 00～ 場所：米山梅吉記念館ホール・賛助会ご入会お 

 願い・米山梅吉記念館創立 50周年記念式典 日時：9 

 月 14日（土）14：00開式 場所：東レ総合研修セタ 

 ー（三島市）米山梅吉会館・伝記『米山梅吉ものり』 

 1,800円／冊 

 詳細は回覧いたします。お申込み希望の方は、事務ま 

 でご連絡願います。 

4.＜青少年交換学生（イザベル）近況＞ 

 ・3/23（土）～25日（月）広島・京都旅行に参加 

 ・4/2（火） 保護者会イベント“小江戸川巡り（越）” 

       に参加  

5.川崎中原ロータリークラブより卓話のご案内が届いてお 

 ります。日 時：4月 4日（木）12：30～場 所：テ 

 ル精養軒 テーマ：「アメリカ視察報告と市政の展望」 

 卓話者：川崎市長 福田 紀彦氏詳細は回覧いたす。 

6.ハイライトよねやま 228が届いております。回覧いし 

 ます。 

幹 事 報 告 貝田 充幹事 

1.例会変更 

 新川崎  

4月 3日（水）夜間移動例会 点鐘 18：00 

 親睦お花見例会 中華料理「成喜」 

 4月 17日（水）  休会 

 5月 1日（水）   休会 

 5月 22日（水）  休会 

 5月 29日（水）5/29（水）～30（木）一泊移動例会 

 会長・幹事ご苦労様会＊すべて夜間例会＊4/3（水）・ 

 5/22（水）のメークアップ受付は、川崎日航ホテル 7

Ｆ （18：00～18：30）＊休会の場合は、メークアップ

はございません。 

 川崎百合丘  

4月 2日（火）お花見移動例会点鐘 18：00 麻生川お

花見後とん鈴 

 4月 23日（火）夜間移動例会 点鐘 18：00 麻生ガ

ーデン 



 4月 30日（火）休会 

 川崎中央  

4月 1日（月） お花見例会 夜間移動例会 点鐘

18：30 飯島会員宅 

 4月 29日（月）休会 

 5月 6日（月） 休会 

 横浜鶴見北 

4月 4日（木） 46周年記念移動例会 

 5月 2日（木） 休会 

 川崎西北 

 4月 14日（日）～15日（月）移動例会 

      米山梅吉記念館見学～箱根宿泊 

 4月 18日（木）休会 

 4月 25日（木）夜会 点鐘 18：30 柏屋 

 川崎宮前  

4月 9日（火） 移動夜間例会「ご夫人デー」 

 点鐘 18：00 

 会場：モロッコ料理ル・マグレブ（二子玉川） 

 4月 16日（火）→17日（水）川崎北 RCへメークアッ 

 プデー/ポリオを学ぶ 点鐘 12：30 

 二子玉川エクセル東急 

 川崎とどろき   

4月 8日（月） 休会 

 4月 22日（月）夜間例会 ホテル精養軒 点鐘 18：

30 

 4月 29日（月）休会 

2.本日配布の期末報告書は 5/7（火）迄に、FAXまたは

メールにて事務局までご提出をお願い致します。 

3.本日例会終了後、理事役員会を開催いたします。関係

各位のご出席をお願いいたします。 

4.次週 4/9は休会です。 

お客様ご挨拶  

川崎新田ボクシングジム 会長 新田 渉世様 

川崎新田ボクシングジム 黒田 雅之選手 

 

お 祝 い ご と 

入会記念日 
小泉 繁勝会員    冨岡 昭一会員 

会員誕生日 

清水 専吉会員    冨岡 昭一会員 

上原 伸一会員    叶野 聡 会員 

田邉 進 会員   

結婚記念日 

小丸日出夫会員    清水 専吉会員 

井上 裕司会員  

配偶者誕生日 

志村 修司会員  洋子様 

鹿島 義久会員  晴代様 

島 利夫 会員  由美子様 

叶野 聡 会員  恵美様 

渡邉 新治会員  葉子様 

内田 義治会員  真由美様 

入 会 卓 話 栗原 茂昭会員 

 
「もっと知りたい！！ 畳のこと」 

プロフィール 

皆さんこんにちは、私、昨年の 8月に入会させて頂き

ました栗原畳店、栗原茂昭と申します。先日は、マシュ

ー君の祝賀パーティーで獅子舞を演じさせて頂き、沢山

の声援、お心遣いを頂きましてありがとうございまし



た。どうにか親睦活動委員として本日まで例会を一度も

休まずに来れました。これもひとえに、皆さんが分け隔

てなく声をかけて頂いたおかげだと感謝申し上げます。

また、若手会、カラオケ同好会への参加も楽しみのひと

つになっております。ロータリークラブの活動は奥が深

く、何をすべきか、まだまだ未熟で自分探しの途中で

す。のみこみが悪いのか？マイペースなのか？分かりま

せんが、温かく見守っていただけますと幸いです。 

私、生まれも育ちも川崎中原です。仕事は畳店を経営

しております。家族のみの小さな店ですが、畳専門店、

畳職人として三代続いております。資格は、畳制作技能

士 2級、2級建築士、福祉住環境コーディネーター3級を

取得しています。技能士検定では畳一帖を、採寸、床の

裁断、表張り、縁の縫着まで、時間内に手作りで仕上げ

なければなりませんでした。店舗は井田中ノ町にありま

して、伊藤稔会員、中山会員と同じ町会です。、井田の町

会には、子供の頃から今現在まで大変お世話になってお

ります。自宅の方は下小田中 6丁目にありまして、町会

の理事を担当した事がきっかけで、小島会長、鹿島副会

長と出会う事ができました。地元のお手伝いとしまして

は、松井会員と同じ交通部に在籍し、また、青少年部・

こども育成会長としてボランティア活動を続けていま

す。また、夏の盆踊り保存会の活動へも参加していま

す。 

得意なスポーツは意外にも水泳です。小学生の頃から

続けていて、四泳法とも 100メートル以上は泳げます。

最近はプールに行く時間がありませんが、高校水泳部の

時は、川崎市の競技大会ですが 100メートルバタフライ

で 2位に入賞した事も思い出のひとつです。泳ぎは達者

でしたが走ることと球技は苦手でした。他に子供の頃夢

中になっていた事と言いますと、伝書鳩の飼育です。生

きものが大好きで、色々な小動物を飼っていました。そ

のため学校ではいつもいきもの係でした。足環をはめた

伝書鳩のヒナを友人から頂き、鳩子屋も自分で作りまし

た。多い時で 20羽位になり、鳩レースにも参加するよう

になりました。放鳩地が北海道野辺地の 800㎞レースに

参加して、たしか一週間位かかりましたが、その鳩が帰

って来てくれた時とても感動し、鳩の帰巣本能に驚かさ

れた事を覚えています。 

そして今現在の趣味ですが、カラオケとお囃子になり

ます。最近では、毎晩のように、行きつけのパブ・スナ

ック通い詰めて、お姉さんと歌い狂っていると根も葉も

ない噂も立っています。だいたい流した人は分かってい

ますが、噂話が好きな人がいるんですよ,それもすぐ近く

に。でも、毎晩は頑張れませんが、たまにはお付き合い

でいくこともありますので半分は本当ですね。歌う事が

大好きで町会の行事やお祭りで歌って楽しんでいます。

またときには、友人の住職さんがつけてくれた芸名、三

代目畳屋茂次郎として演歌ボランティア活動を行ってい

ます。サザンオールドスターズにはかないませんが、昨

年は、ごうじ憩いの家で、ひとり暮らしの高齢者の方へ

の食事会に余興で参加させて頂きました。レパートリー

はまだ少ないですが、三度笠・股旅衣裳での、氷川きよ

し箱根八里の半次郎、寅さんのなりきり衣裳で男はつら

いよ。などのネタがありますので、どうぞご利用くださ

い。下小田中囃子連中には 5年前に入会させて頂きまし

た。大戸神社の各種祭礼を中心に、町内新年悪魔払いな

どの活動をしています。代表の朝比奈さんには大変可愛

がってもらい、プライベートでも親分子分の仲で、親方

と呼ばせて頂きお付き合いしています。ただ、自分は酔

った時に誰にでも親方、親方と勝手になついてくる癖が

ありまして、まわりに親方が何人も増えていますので、

お気をつけください。囃子の稽古はシーズンオフ以外、

毎週日曜日に大戸神社の会館で行っています。達人にほ

ど遠いですが、笛、太鼓、踊りと経験させていただいて

おります。今年 3月に開催された、第 41回川崎市民俗芸

能発表会には、狐の種まきと言う演目の旦那様役として

出演させて頂きました。その他に、恵比寿の鯛釣りの恵

比寿様、おかめの手踊りのおかめ役での出演経験があり

ます。おかめ役では赤い振り袖姿の女形で最初から最後

まで一人で踊り続けるためとても大変でしたが、やり終

えた時には少し癖になりそうなくらい頑張りました。ま

だまだ未熟で先輩方のようにはいきませんが、より一層

精進してまいりますので、宜しくお願い致しま

す。  

さて、本日は卓話と言う貴重な機会を頂きましてあり

がとうございます。何をお話したらよいか迷いました。

歌でも歌って終わらせてしまおうかともおもいました

が？僕なんかの歌声のレベルで、ミニコンサートを開催



してしまっては、以前卓話をして頂いた、キルギスの全

盲の歌手、ソプラノ歌手、そして内藤幸彦さんの美声を

前にして、大変申し訳なく思い、結局、本業、畳の営業

の話しとなってしまいました。 

「もっと知りたい！！畳の話」と題しまして、畳の勉強

会を始めたいと思います。どうぞよろしくお願い致しま

す。 

イグサの力はすごいでござるよ！  の巻  

イグサって何？  

イグサは古くから日本全土に生えている植物のひと

つ。原産地はインドで、シルクロードから朝鮮半島に入

り、日本に伝わったと言われています。別名はトウシン

ソウと言って、茎の中の芯は油をよく吸い上げる性質を

持つ為に、電気のない時代に行灯やろうそくの灯心とし

て、広く使われました。また、江戸時代には、様々な効

能がある薬草としても重宝されていました。今では、国

産の 90％のイグサが熊本県で作られています。 

畳にどれくらいのイグサが使われているの？  

畳 1枚に使われるイグサは約 4000～7000本。高級品

ほどイグサの本数が多く、厚くて耐久性があります。イ

グサの長さは約 100～150センチ。長ければ長いほど、

色や太さも揃った部分を使用できるので、グレードが高

くなります。長さ別に仕分けたイグサを 1本ずつ使い、

畳の表は織り上げられていきます。 

イグサが呼吸するから畳は気持ちいい。  

イグサは 1本 1本の中身がスポンジ状になっていま

す。この部分が、畳ならではの柔らかさや、様々な機能

を持たせることにつながっています。使い続けた畳を入

れ替えるのは、このスポンジ部分が潰れてきて、機能が

落ちてしまうからなのです。 

畳には色々な機能がいっぱいでござるよ  の巻  

天然のエアコン畳で夏は涼しく！  

イグサの中心にあるスポンジ部分が、湿気を吸い取っ

てくれます。しかも、空気が乾燥してくると吸い取った

湿気をはき出します。だから、畳の上はいつもサラサラ

で気持ちいい状態を保っているのです。 

臭いも吸収する畳で空気もキレイ。  

空気中の人体にあまり良く無いガスもしっかり吸い取

ってくれる畳は、部屋の空気をキレイにしてくれます。

畳の部屋にいるだけで、なんだかすがすがしい気分にな

れるのは、気のせいではありまん。 

熱の出いりを防いで冬はあったかいんだから。  

イグサだけでなく畳の芯の部分も空気をたくさん含ん

でいます。空気は熱を通しにくいもの。だから、畳の上

は、夏は熱を通さずに涼しく、冬は外の冷たい空気を通

さず、暖かいのです。それに、冬には、部屋の中の暖か

い空気を逃さないようにする保温効果もあります。熱の

伝わりやすさを表す数値が、畳は他の床材と比べても小

さい事が分かっています。だから、暖房効果が長続き。

畳の部屋は省エネにもなるのです。 

うるさい音も防ぐ畳ならでは特徴。  

畳には細かな空気の層がたくさんあります。その層

で、音まで吸い取ってくれるのが畳のすごい所。子供の

泣き声やテレビの音、車や犬の鳴き声など、家の中の音

も外の音も、うるさい音を程よく和らげてくれるから、

勉強にも集中できるかもしれません。 

畳は衝撃を吸収、赤ちゃんにも安心。  

 

畳のアロマで癒し？リラックス効果も。  

 

畳の香りには集中力を高める効果も。  

 

ばい菌もやっつける快適な暮らし。  

 

インテリア合わせて気軽に取り入れられる畳。  

インテリアだけでなく、様々な機能性がある床材とし

ても注目されている畳。暮らしに上手に取り入れるため

のアイデアもいっぱい。縁の有り無しや色を選べるのは



もちろん、畳そのものの色を選べたり、機能性によって

畳の種類を選べます。サイズをオーダーメイドできるな

ど、暮らしに合わせた取り入れ方が出来るのです。最近

では、フローリングに置くだけで気軽に取り入れられる

カーペット感覚の置き畳も人気です。好きなインテリア

に合わせて、洋の空間に、気軽に、楽しく、和のテイス

トを取り入れてみるだけでも、少し違った感じになりま

す。自分らしいインテリアを楽しみながら、畳の快適さ

も取り入れてみませんか。 

畳の暮らしは気軽に始めるでござるよ  の巻 

畳の入れ替えは簡単！お電話一本。見てるだけ。  

 

実は難しくてない畳のお手入れ方法。  

近年は洋風建築の影響で畳離れが進んでいます。シッ

クハウス症候群や環境ホルモンが心配な現状において、

化学物質主体の建築様式から、従来の天然素材主体の建

築様式、つまり健康素材としての畳を見直す時期がきて

いるのではないのでしょうか。長年、日本人の生活を守

り続けてきたイグサ(畳)は私たちも知らない未知なる魅力

があるかもしれません。その魅力をひとつひとつ勉強し

ながらこれからもイグサと畳の素晴らしさを皆さんに伝

えていくことができればと考えております。 

最後になりましたが、ご自宅に一間でも和室がございま

したら、畳の替え頃チェックを是非行って見てくださ

い。 

チェック１ 畳表が衣服につきませんか？ 

チェック２ 畳にくぼみがありませんか？ 

チェック３ 畳表に、やぶれや焦げなどありませんか？ 

チェック４ 畳と畳の間にすき間がありませんか？ 

チェック５ 畳の天然表の色が濃い茶色になっていませ

んか？ 

チェック６ 畳表にシミなどありませんか？ 

チェック７ 畳が湿っぽく、カビくさくないですか？ 

以上７項目となっております。お宅の畳は大丈夫でござ

るか？ 

お気軽にお問い合わせください。                                                                  

国際ロータリー第２５９０地区 

 ロータリー交換留学生オリエンテ－ション 

  平成３１年４月６日（土）１４：００～１６：００ 

於：常倫寺常勝閣 

現ホストファミリー大竹様ご夫妻及び次ホストファミ

リー小林様ご夫妻とカウンセラー小丸で参加致しまし

た。 

交換留学生のイザベル・マイヤーさんは、広島・京

都旅行の感想と横浜・川崎に就いての想いを、流暢な

日本語で発表しました。 

  

 


