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会長挨拶及び報告
隈元雅博会長

　皆さん、こんにちは。
　本日、こちら千成さんで平成30年４月度の入社
式を行わせて頂いております。
　今年は採用難もあり４名の新卒と１名の中途採用
をさせていただきました。
　また、さる３月10日（土）木更津高専で行われ
た平成31年度３月卒業予定者の面接会に参加して
きました。６名と面接させていただきました。
　木更津高専と言えば、ロボコンなどのハード系を
思い浮かべられるかもしれませんが、先日も少しご
紹介した情報セキュリティ分野での成長が目覚まし
く、これからの産業セキュリティには欠かせない人
材が数多く育っています。
　楽天やＤｅＮＡなどもかつては、数多くあるベン
チャー企業の一つでした。
　その飛躍の原動力になったのが、創業者の信念と
アルバイトの学生達でした。
　元楽天取締役の安武弘晃氏は楽天が会社になる前
からアルバイトのエンジニアとして関わり、後に開
発部のトップとして同社の成長の原動力となりまし
た。
　また、ＤｅＮＡをメガベンチャーへと飛躍させる
きっかけとなったモバゲーはたった一人の天才が
造ったという逸話があります。その方は現在ＤｅＮ
ＡのＣＴＯ（最高技術責任者）である凄腕のプログ
ラマー川崎修平さんです。

いつの時代にもそんな逸材はいます。出会いのきっ
かけは様々ですが、これからも積極的に出会いの場
を作り続けて行こうと思っています。
　ロータリーの仲間づくりにも似たところがありま
す。
　企業活動と同様に、地域貢献と世界平和活動を共
に行っていく仲間づくりには、高いアンテナを張っ
て出会いのきっかけを持つことが重要だと考えま
す。
　皆さんの周りにも、そんな仲間が必ずいると思い
ます。ぜひ、皆さんのお仲間を我々にも紹介して頂
き、まだ知らないたくさんの仲間と共に世の中を変
えていくロータリー活動ができることを願っていま
す。
　本日も皆様と共にロータリー活動ができることに
感謝いたします。

報　　告
１．３月24日（土）甲府東ＲＣとの合同例会・親
睦会が開催されました。当クラブからは、19名
（事務局含む）が出席しました。お疲れ様でし
た。後程、親睦委員会　佐々木委員長より報告を
お願いします。
２．３月25日（日）会長エレクトセミナーが開催
されました。当クラブからは、永嶌会長エレク
ト、次年度ガバナー補佐の吉野会員が出席しまし
た。お疲れ様でした。４月16日（月）の例会、
次年度タイムにて永嶌会長エレクトより報告をお
願いします。
３．３月26日（月）にＲＬＩ（パートⅡ）が開催
されました。当クラブからは、内山会員・岡野会
員・大住会員・武田会員・福田会員・佐々木会員
が出席しました。お疲れ様でした。報告について
は、全コース終了後に報告して頂く予定です。
４．同じく３月26日、かずさ市民応援団総会が開
催されました。当クラブからは、荒井幹事が出席
しました。お疲れ様でした。

幹　事　報　告
荒井潤一郎幹事

１．４月９日（月）周西中学校の入学式が開催され



ます。当クラブからは、隈元会長が出席します。
宜しくお願い致します。
　　　受　付：８時40分～９時
　　　開　式：９時30分

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第４分区週報
３．第４分区親睦ゴルフ大会の案内
４．木更津東ＲＣ創立50周年記念式典の案内
５．スリランカクラブの案内
６．明治神宮清掃奉仕の案内
７．米山梅吉記念館より賛助会の入会案内及び春季
例祭の参加案内
８．財団ＮＥＷＳ（４月号）
９．地区大会記念誌

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．かずさＦＭより情報冊子

委　員　会　報　告
親　睦　委　員　会
君津ＲＣ・甲府東ＲＣ合同例会、親睦会の報告

佐々木昭博委員長
　先々週の３月24日土曜日に予定通り、姉妹クラ
ブである甲府東ＲＣとの合同例会、親睦会を晴海・
月島桟橋から出る屋形船「濱進」にて開催いたしま
した。
　君津ＲＣ19名、甲府東ＲＣ17名の合計36名のご
参加を頂き、有難う御座いました。
　隈元会長の点鐘に始まり、例会・親睦会を行わせ
て頂きました。当日は週末で天気も良かったせいか
道がかなり渋滞しており、甲府東ＲＣの到着が若干
遅れるハプニングも有りましたが、墨田川沿いの桜
もほぼ満開のお花見日和で、親睦会も大変盛り上が
りました。その後銀座散策を行ったのち、帰路に
付きました。また去年は君津ＲＣの45周年事業の
為、甲府東の皆様に来て頂き親睦を深めましたが、
来年は甲府東が30周年事業を執り行うとの事です
ので、是非甲府東へお伺いして更に姉妹クラブの絆
を深めたいと思いました。

委　員　会　報　告
親　睦　委　員　会
4月の誕生祝・私の記念日

プ　ロ　グ　ラ　ム
会員卓話「塗料と塗装について」

谷　浩司会員
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4月の私の記念日

塗料と塗装について

タニイチ塗料（株）

代表取締役社長 谷 浩司



タニイチ塗料（株）とは

•塗料を通じて心地よい環境づくりを目指している会社です。

私たちは、この地域で商売させていただいていますが、どんな貢献が出来るのかを考えました。

塗料のプロなので、塗料を通じて、この地域に貢献していこう。

この地域に住んでいる全ての方々に対して心地よい環境になってほしい、心地よい環境創りを
目指していこうと考えています。

塗料の役割について

●保護

塗料は乾くと塗膜を形成します。この膜が被塗物を水や酸素、紫外線などから守ります。

因みに、耐久性という表現がありますが、これは塗膜がどれだけ外的要因から長く保護
できるかという指標で、簡単に言うとどれだけ持つか？という事です。

注：

※促進耐候性試験に使用されるのがサンシャインウェザーメーターです。

★サンシャインウェザーメーター

屋外環境を疑似的に再現する装置で太陽光（主に紫外線）による劣化を評価します。
さらに熱・雨風・結露など屋外の条件を人工的に再現することにより、屋外暴露に比
べ数倍から100倍といった促進倍率で試料の耐候性の評価を行なうことができます。

良く間違われるのですが、耐候性というものがあります。これは、太陽光（主に紫外
線）からどれだけ耐えられるのかを年数によって表したもので、メーカーが表示してい
るものの多くは促進耐候性試験結果を参考にして算出しています。（試験内容は日本
工業会規格（ＪＩＳ）で定められています。）

塗料とはなんでしょう？
塗料は、

●保護 ●美観 ●機能

塗料の３つの役割

塗料の種類

合成樹脂、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フッ素樹脂等様々な種類があります。

錆止め、屋根用、壁用、防水用、床用、木部用等

水、有機溶剤（シンナー）・・・弱溶剤、強溶剤

塗料は、顔料（色の粉）と樹脂（塗膜になるもの）そして添加剤（防藻防カビ剤など）と溶媒（水やシンナー等）で

一液、二液 等

出来ています。

樹脂

用途

溶媒

サンシャインウェザーメーター

塗料の役割について

その他に、曝露試験・浸漬試験等を行っています。

では、塗料は性能が良ければなんでも良いのか？

塗料には、合成樹脂、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フッ素樹脂・・・

数年 ２０年以上（超高耐久・超高耐候性）

でも

塗料は、塗る場所に適した物があります。

どんなに高い塗料を塗ったとしても、適していない場所に塗ってしまうと

すぐに剥がれてしまったり、膨れたりなどの不具合が出てしまいます。

塗料の役割について

●美観

色・つや・なめらかさ・模様・立体感などの仕上り効果を与え、物を美しく粧い快適な生活

●機能

防藻・防カビ効果、セルフクリーニング、防音、遮熱、断熱、蓄光等

をデザインします。

塗料の不具合



それだけではありません。

不具合が出てしまった場合、一旦塗膜を完全撤去しなければ改めて塗装をすることが出来ません。

と言う事は

工事金額が大変高額になってしまいます。

チクショ ！！

塗料を塗るにも技術がいります。

プロは、技術があるので傍目では簡単そうに塗装します。

しかし、この時プロは

・塗料の性能を十分に発揮できるように均一にすばやく塗装しています。

・塗料の可使硬化時間を計算しながら使用量を算出します。

・綺麗に仕上げるための段取りを考えています。

なので

塗装業者にお困りでしたら当社にご相談ください。

無料で、適した業者をご紹介いたします。

塗料はいつからあるのでしょう。

なんと・・・
有史以前から存在していました。現存する最古のものは

旧石器時代後期のアルタミラ洞窟壁画と言われており、野牛、イノシ
シ、馬などの動物が画かれています。色土やススなどと、動物の血液
や樹液を混ぜ合わせて指や枯草、木の枝などを用いて画いていたよ
うです。

使われている色は、赤が主ですが白、黒、褐色、黄なども使われてま
す。

世界最古の漆工芸品が２０００年に北海道函館市の垣ノ島遺跡にて出土しました。

漆塗り注口土器

測定の結果 約９０００年前のものという事が分かりました。

９０００年前というと、 ちょうど縄文時代・草創期～早期。

かきのしま

４大文明（メソポタミヤ文明、エジプト文明、インダス文明、黄河文明）
の頃には塗料もかなり進化しており、色がかなり多彩になりました。そ
の頃の樹脂には天然のアスファルトが主に使用されています。

（約5000年～7000年前）



ニコニコＢＯＸ
隈元　雅博	 本日、弊社では皆様にもお世話に

なっている君津市出身のプロレス
ラー大和ヒロシ君を含め初々しい新
入社員を迎えることができました。
弊社では、仕事を覚えてもらう前
に、何のために働くのか？どういう
人になりたいのか？を明確にしてい
くことが大切だと考え研修を行って
おります。新入社員にもロータリー
精神を伝えていき、共に地域貢献と
世界平和活動を行っていきたいと思
います。

	 	～Think	Glocal～（シンク	グローカ
ル）「地域貢献と世界平和活動の両
立」を共に目指して行動しましょう！

荒井潤一郎	 新年度、新学期が始まりました。思
いを新たに頑張ります。

中野　賢二	 誕生祝い、ありがとうございまし
た。これからもがんばります。

福田　順也	 私の記念日、お花、ありがとうござ
いました。

内山貴美子	 いよいよ４月。新年度になりまし
た。会社も何かと忙しいですが、頑
張ってロータリー活動頑張りましょ
う！

藤平　洋司	 二人の娘が３月と４月で４才と５才
になりました。また、先日君津市民
文化ホールでピアノの発表会が行な
われ、二人の頑張っている姿に感動
しました。５才の娘は県のコンクー
ル出場を決めました。

武田富士子	 会社の新年度がはじまりました。前
年度の残務が超大変です。決算処理
が待ってます。あ～あ！！

	 昨日はお花見ウォークのお手伝いを
してきました。天気にも恵まれ、大
勢の参加者の基、盛況でした。桜も
とってもきれいでしたよ！でも皆さ
ん、元気良く歩いていましたが私は
無理かな。15㎞も歩けないな～！

坂井　正視	 隈元会長の会社入社式を弊社で行
なって頂きました。ありがとうござ
います。

猪瀬　　浩	 大分ごぶさたしており、大変申し訳
ありません。３月の所用も落ち着
き、本日より新年度を迎えます。さ
て本日の石川会員のお話もにありま
したが、人口減少の波は着々と進ん
でおり、地元の学校の入学生は25名

程度と聞きます。地域を維持してい
くために、何が出来るか考えて日々
頑張っていきたいと思います。

髙橋　雄一	 昨日、お花見ウォークが開催され大
変有意義な一日を過ごさせて頂きま
した。やっぱり桜ふぶきは心を打
つ！と思った春の日でした。

小川　哲也	 新年度が始まりました。新入社員は
全員北九州の本社の入社式に行って
いるので、直接話はできていません
が、全員元気に頑張って欲しいと思
います。

村上　　進	 皆様こんにちは！！谷さん、卓話あり
がとうございました。今日から新年
度もスタートして当社も新入社員が
２人入社しました。皆で力を合わせ
て頑張ります。

釼持　純一	 今日より新年度。頑張りましょう。
吉田　雅彦	 年度末の仕事に追われ、２週連続で

欠席となり申し訳ありませんでし
た。春の暖かい気候と新年度を迎え
気持ちを改めて、前倒しのペースで
何事も努力していきます。

鈴木　荘一	 お花見シーズンです。昨日のお花見
ウォークには多くの皆さまのご協賛
ありがとうございました。

宮嵜　　慎	 皆様おつかれ様です。いよいよ年度
始めとなりました。皆様の健康と安
全を御祈念しております。

	 谷さん、貴重な卓話をありがとうご
ざいました。

原田　健夫	 いよいよ新年度。新入社員も入って
きます。頑張らなければ。

谷　　浩司	 いよいよ卓話の順番になりました。
人前で発表する機会があまりないの
で良い経験になりました。来年度は
その経験を活かして、みなさんにお
願にい参りますので、よろしくお願
いします。

佐々木昭博	 先週３月26日に第２回ＲＬＩ（ロー
タリーリーダーシップ研究会）に丸
１日参加させて頂きました。ロータ
リーの事を理解するには到底短すぎ
る時間でしたが、入会２年半の私で
は、今まで知りもしなかった事が沢
山出て来て、今後勉強して行く為の
良い気付き、きっかけになりまし
た。今月14日の第３回ＲＬＩもがん
ばります。

永嶌　嘉嗣	 会長エレクトセミナーに参加してき



ました。
大森　俊介	 ４月から長男も中学生。先日、その

息子の卒業式に参加させていただき
ましたが、心が洗われる様な気持ち
になり、けがれた自分を反省したと
ころです。

坂本　直樹	 新年度になりました。気候も過ごし
やすくなり、心機一転新たな気持ち
でロータリー活動頑張ります。

岡野　　祐	 君津お花見ウォークに参加された
方、お疲れ様でした。僕は司会をや
らせて頂きました。天気も良くて、
楽しい一日を過ごせました。

茂田　秀和	 私の奥様、娘、息子がアメリカへ行
きました。私の夢の一つであるＮＢ
Ａを生で見ています。息子以外は興
味もないのに…。本日帰国しますの
で、これから成田に迎えに行ってき
ます。

特別ＢＯＸ
廣田　二郎　　石川夕伎夫


