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今年もいよいよ 12 月になりました。何をしてき

た一年なのか思い出す間もなく新年を迎えてしま

います。 
今週は報告事項がありませんので少し私事の話

しをします。2 週間程前、知人が自宅建築の設計の

相談にきました。家族構成に始まって和風か洋風

かとか色々な話しをしたわけですがトイレの話し

になりました。そのとき奥さんが「私は和式のト

イレがよい」と唐突にこれだけは要望として曲げ

られないと話されました。普通は新築なり、改築

なりの時の水回りの要望はその家の女性の意見が

重みを持ちほぼそれが決定になります。しかし今

時のトイレを和式にというのはあまり聞きません。

ご主人は 80 歳を超えた方ですので使い勝手の楽

な洋式トイレが一番よいと思いますがあまりに立

ち入った話しになりそうなので即答は避けました。

そんなことがありましたのでトイレ最新事情を少

し話そうと思います。 
私の事務所は保育園、幼稚園等の幼児施設の設

計をかなりの件数経験しています。園児達のトイ

レの使用状況で驚くのは小便器、大便器の区別が

できない園児がいて小便器にウンチをしてしまう

子が結構いるとのことです。今時の住宅の便所は

洋式便器が主流で小便器まで設備してある家庭は

あまりありません、失敗する子供達は小便器を見

たことがなく勘違いをしてしまうのです。洋式が

良いか、和式が良いかのアンケートを小中学生に

採ると中学生の 30％くらいは和式便器が必要と答

える結果が出ます。他人と同じ接触面を持つ洋式

便器はいやだとの意識は年齢が上になるにつれて

多くなります。飲食店の便器に和式が多いのはこ

の様な事情があるからです。洋式便の店舗でもシ

ートペーパーがあれば座りもしますが無いとなる

となかなかしづらいものです。 
最新式の洋式便器の機能をみるとこんなものま

であるのかと驚きます。 

【快適機能】 
音楽を奏でる便器：便器に近づくと居心地の良い

音楽が流れる。リフレッシュしたいとき、落ち込

んで元気を取り戻したいとき、ちょっと考え事を

したいとき、くつろぎたい気分の時様々なジャン

ルの曲が用意できるとなっています。 
部屋暖房：ヒーターを内蔵し冷え込む季節には暖

房できます。 
ほのかライト：夜中にトイレに立ったとき便器内

と足元にセンサースイッチ付のライトが内蔵され

ている。 
フルオート便座：便器に人感センサーが付いてお

り接近すると蓋が開く、これは前からある。 
ターボ脱臭：着座をすると脱臭が始まり使用中、

使用後に悪臭がでない。 

【清潔機能】 
清潔機能：便器表面が以前より平滑になり便器内

が汚れにくく、便座が昇降し清掃が簡単になった。 
レディノズル：男女の微妙な位置関係を解消すべ

く女性専用ノズルをプラスした。 

【省エネ機能】 
節電：以前の暖房便座は電源が入ったままであっ
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たが節電スイッチをつけ年間で 5，000 円程度の節

電ができる。 
節水：洗浄時の流水速度を高め使用水量を低減す

ることで年間 1４，000 円前後が節水できる。 
この様な機能が付いた便器は一台あたり施工費

共で 65 万円程度です。 
たかが便器されど便器、人間の能力は際限がない

と思います。 

■ 理 事 会 報 告             大塚 博巳君 
• １２．１月のプログラムについて承認されまし

た。 

• クラブ年次総会について承認されました。 

• １２月クリスマス例会について承認されました。 

 １２月２２日（水）／小杉苑／同伴者３０００

円です。 

• 新年賀詞交歓会合同例会について承認されまし

た。 

本年度は当クラブが例会・懇親会を担当します。 

• 白山ＲＣ４５周年を祝う会については継続協議

されます。 

 ２０１２年３月３日（土）１７：３０～ 

グランドホテル松任 

• 新会員赤堀信夫氏入会について承認されました。 

• １月度理事会開催日変更について承認されまし

た。 

 ２０１２年１月１１日（水）１７：００～ 

• 島村武慶会員の入院に対し、傷病見舞金の給付

が承認されました。 

■ 幹 事 報 告                大塚 博巳君 
• 一般財団法人比国育英会バキオ基金より、事業

報告書と寄付のお願いが届いております。 

• 風岡祐貴様より（１１／１６卓話者）お礼状が

届いております。 

• 第２６２０地区より、榛南ロータリークラブの

事業報告が届いております。 

• 学校法人藤枝学園より、創立１００周年記念式

典参加のお礼文が届いております。 

 

 

 

■ 出 席 報 告           小西 啓一君   
本日のホームクラブ 

出席者 前回の補正出席者 

34／43 79.07％ 32／43 74.42％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○石間君 ○江﨑晴君 ○小泉君 ○水野君 
落合君 酒井君 鈴木舜君 仲田晃君 柳原君 

■ スマイルＢＯＸ             小西 啓一君 

• ロータリー財団月間の卓話も無事終わりました

が、今後も財団寄付をよろしくお願いします。 

鈴木 廣利君 

• クラブソング作曲を担当させて頂きました。末

永く愛して下さい。              青島 克郎君 

• 誕生日はいつもクリスマスと一緒に祝ってもら

っていたので誕生日だけのプレゼントはとても

うれしいです。有難うございます。４０代最後

の１年、頑張ります。            新島 義之君 

• ６８回目の誕生日。健康でいられること、親に

感謝です。                      松葉 隆夫君 

• ７６回目の誕生日をむかえる事が出来ます。お

祝いありがとう御座居ます。      小西 啓一君 

スマイル累計金額１１８，９７０円 

 
米山記念奨学生 

ダス・プロタープ君 

へ奨学金の授与が 

ありました 

 

 

■ クラブ年次総会                      

 
次年度 会長 

仲田 廣志君 
 
 
 
今日のクラブ年次総会で、次年度の会長に指名

されましたが、私の現在の心境は、この伝統ある

藤枝ロータリークラブの会長が、私に務まるのか
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不安と戸惑いの中にあり、できるならば、すぐに

でも逃げ出したいというところが偽ざる正直な気

持ちです。 

私の性格を自己判断してみますと、人の上に立

ってリーダーシップを発揮するタイプではなく、

そうしたリーダーの下でサポートすると力を出せ

るタイプだと自覚しています。小規模な会社の経

営者として、３５年程経営してまいりましたが、

常にこの立場は自分のポジションではないなと思

いつつ過ごしてまいりました。弊社にリーダーシ

ップのある人がいて、その下で私が補佐する立場

であったなら会社もそれなりに伸びたのではない

かと思っています。そうした私に、次年度の幹事

に池ノ谷君、副会長に大塚君、副幹事に森下君と

行動力ある立派な方々を推薦してくださいまして、

大変心強くありがたく思っているところです。 

青島会長の今年度は、クラブ創立４０周年事業

も控えており、会長にとっても多忙な年度です。

また、昨年度もＩＭのホストクラブとして、多忙

な 1 年でした。来年度は、４１年目となりますが、

大きな行事もなく静かな 1 年になると思います。 

私が入会させていただいてから来年２月で丸１

４年になります。入会させていただいた当時は、

会員数も６０人近くいらっしゃいましたが、経済

状況等、様々な要因の中で、３５人近くまでにな

り危機的な時期もありました。しかし、ここ数年

は入会者も増え、クラブの活力を感じます。私と

しては、この勢いをそがないよう微力ではありま

すが、皆さんのご協力、お力添えいただき務めて

まいりたいと思っています。青島年度から大塚年

度への橋渡し年度と考え、出来ることを一歩一歩、

無理しないで進めてまいりたいと思っています。

次年度まで、まだ７ヶ月近くあります。ＲＩ，地

区の方針が来年発表されましたら、運営委員会の

中で皆さんに協議していただき、来年度の計画を

立案させていただきます。 

ともかく、来年度はリーダーシップに欠ける頼

りない会長となります。是非、皆さんのご協力と

お力添えをお願いしまして、指名を受けてのご挨

拶とさせていただきます。 

 

 
次年度 幹事 

池ノ谷 敏正君 
 
 
 
次年度、幹事の大役を務めさせていただきます、

池ノ谷です。 
今は、ただただ身の引き締まる思いでいっぱいで

す。会員皆様の声に耳を傾けながら、仲田次年度

会長が少しでも楽に会務にいそしめますよう、全

力で職務を遂行していきたいと思います。 
至らぬ所も多々あるかとは思いますが、なにとぞ

宜しくお願い致します。 
 

 
次年度 副会長 
  大塚 博巳君 

 
 
 

只今のクラブ年次総会において、2013～2014 年

度会長予定者としてご承認を戴きました大塚博巳

です。本年、青島会長のご指導のもと幹事を務め

ております。 

「創立４０周年」を迎えるにあたり式典計画を進

める実行委員会に携わる一員として、その歴史の

重さをひしひしと感じております。クラブ歴の浅

い私としては一層身の引き締まる思いでございま

す。 

本年度の幹事職である残り下期の半年間、そして

次年度の仲田年度において、ロータリー活動、更

にはクラブ運営について一生懸命勉強して参りま

す。 

また、当該年度クラブ運営を一緒に携わっていた

だく幹事は森下敏顕氏でございます。私としては

人生の先輩として敬愛しているお一方であり心強

く感じております。クラブの発展のため、ともに

全力で務める所存でございます。 

どうか皆様方のご指導ご鞭撻の程よろしくお願い

申しあげます。 



1928-4 

 

 
次年度副幹事 
  森下 敏顯君 

 
 

次年度仲田会長の元での副幹事の指名を受けま

した。経験不足ではありますが次に来る大塚会長

の元での幹事役の為に勉強させていただきます。

よろしくお願いします。   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（担当／大長君） 


