
 

本日の例会（第１４７６回）    １２／７（水） 

◆クラブ年次総会を行います。 

次回の例会（第１４７７回）  １２／１７（土） 

◆家族忘年会を行います。 

（時間：午後5時 30分～ 

    場所：ウェスティンナゴヤキャッスル  2 階  青雲の間） 

第１４７５回例会記録    １１／３０（水）晴 

◆司    会 堀  美喜雄君 

◆斉    唱 RS・日も風も星も／唱歌・たきび 

出 席 報 告 

会 員 数  38名  前々回訂正  1473回例会

欠席会員数  8 名  欠 席 会 員  9 名中

出席会員数  30名  MAKE UP  9 名

出 席 率  73.68％  出席率訂正  100％

会  長  挨  拶 

ヒートテック 

会  長  半泊  與則 

福島第一原発事故に起因する節

電の夏の混乱は終わり、節電の冬が

やってきています。節電の冬商戦も

始まりました。冬の早い東日本の被

災地では夏の扇風機に替わって石油ストーブが人気です。なかでも、

鍋や薬缶を載せて煮炊きが出来る昔ながらのものが人気とのことです。

メーカー大手のトヨトミの受注は例年の二倍、フル操業だそうです。

湯たんぽも好評のようです。衣料品の冬物肌着も商戦に参入です。ユ

ニクロはヒートテックの肌着を、一千万世帯が着用して暖房の設定温

度を１度下げれば冬の電力不足の約半分がまかなわれる、と申します。

残念ながら一千万世帯着用と温度を一度下げるのとどちらがより効果

があるのかはわかりません。それにしても、口上どおりとあればまさ

に国難を救う商品です。思わずヒートテックについて勉強してしまい

ました。 

ヒートテックはユニクロが東レと共同開発したハイテク繊維を使っ

た商品です。ユニクロは従来の製造業、卸業、小売業といった衣料品 

 

の流れに対し、消費者のニーズを汲み取った商品の企画から開発、生

産、流通、販売までの機能を自社一社で垂直統合したビジネスモデル

でＳＰＡ、製造小売業と呼ばれます。ご存知のようにジャンバーの裏

地に使われていたあのなんとなく暖かい、母親のぬくもりを感じさせ

て、ちょっと郷愁を誘う手触りの高価な生地、フリースと言いますが、

そのフリースを低価格でしかもカラフルに染色してなんと表地として

使用して商品化しました。結果は大ヒットのフリースブームを巻き起

こし、ユニクロは一躍国民的ブランドを確立しました。しかしその後

競合他社も類似品で攻勢をかけ、ユニクロの商品もマンネリ化してブ

ームも去り、新たな戦略を余儀なくされました。そこでとられた戦略

が差別化です。差別化の柱は二つ、デザイン性の強化と商品の高機能

化です。ヒートテックは高機能化の代表です。かつて、一着3000円

から 4000 円もする高価で分厚くごわごわとした防寒用の男性肌着、

ありましたね、冬のゴルフで利用した人もいるでしょう、わたしは冬

場の釣りで着ました、そして女性のババシャツ、分厚くダサいので若

者が敬遠し、着ているとおばんと揶揄されたあのゴワゴワの駱駝色の

肌着、そんな不恰好な肌着を薄くて暖かいしかもファッション性のあ

るものに出来ないか、そこから東レとの共同開発が始まりました。繊

維には元々水分・汗を吸収する際に熱を発生する吸湿発熱と言う働き

があります。空気中で動いている水分の運動エネルギーが繊維にくっ

ついたときに熱エネルギーに替わるのだそうです。こうして2003年

ヒートテックが誕生しました。その後も改良が重ねられました。ヒー

トテックは、セオ・αという毛細管現象と極細の隙間をもつ特殊繊維

が体の水蒸気を吸収して素材自体が発熱し（発熱機能）、繊維の空洞に

よる断熱効果で暖かさを逃がさず、吸収した汗を拡散して体のひえを

抑える（保温機能）、さらに抗菌性、ミルク成分による保湿性、伸縮性、

静電気防止機能、形状保持機能も付加されているということです。ハ

イテク技術の固まりですね。まるで、宇宙人やバットマンとかスパイ

ダーマンが着ているような、夢のような高機能性ではありませんか。

それにしても昨年は8000万枚が売れ、今年は1億枚を狙っていると

いうことです。今や、ユニクロは世界中に店舗展開しています。各国

で売られるおなじ製品の価格を元に、ある国の為替相場が割安か割高

かを見る指数にイギリスエコノミスト誌が算出する「ビッグマック指
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数」がありますが、ヒートテックの男性長袖肌着で算出した指数が先

日新聞に載っていました。ニューヨークと東京での比較です。結果は

１ドル=76円でほぼ同じ1500円と一致しています。ことヒートテッ

クに関する限りドル円相場は吊りあっているというわけです。しかし

これは、中国、バングラデシュと極端に海外生産を進めているユニク

ロと最先端の繊維端技術という国際的優位性を有する東レあっての結

果です。グローバル化の大波をひしひしと感じると同時に、又それ以

上に東レの最先端技術に感心します。 

幹  事  報  告  

1.次回例会(12/7)はクラブ年次総会になっております。ご欠席のない

ようお願い致します。 

2.去る 11 月 19 日(土)・20 日(日)の地区大会ご参加の皆様、大変お

疲れ様でした。 

3.ガバナー事務所より「ロータリーの 2 億ドルのチャレンジ」感謝状

が届きましたので、後程会長よりご披露して頂きます。 

4.ガバナー事務所より「100 パーセント財団の友」及び「毎年あなた

も100ドルを」クラブ認証バナーが届きましたので、後程会長より

ご披露して頂きます。 

5.家族忘年会の請求書を同封致しました。よろしくお願い致します。 

委 員 会 報 告 

・地区広報・雑誌委員長会議報告 

（会報・雑誌・広報委員長    近藤    朗） 

地 区 委 員 報 告 

地区社会奉仕委員会報告 

地区社会奉仕副委員長 西脇良一 

西脇です。地区社会奉仕委員会の

報告をさせて頂きます。平成 23 年

10月 27日、名鉄グランドホテルに

て、クラブ社会奉仕委員長会議が開

催されました。私が司会をさせて頂き、松前ガバナーの点鐘、長瀬委

員長の来賓紹介、ガバナーの挨拶、委員長の挨拶、社会奉仕活動の事

例の報告と続きました。各クラブの社会奉仕委員長等 90 人程参加さ

れており、社会奉仕活動の発表を、先回地区委員会のアンケートのよ

り出来るだけ多く選ばせて頂いて、各社会奉仕委員長より発表をして

いただきました。発表は、大変に良い内容で、非常に、今後の奉仕活

動の参考になったのではないかと思われました。次に、東北大震災関

連の社会奉仕活動の発表を 4 名ほどして頂き、2 時間の会議時間も、

あっという間に過ぎてしまい、質疑応答の後、三浦ガバナー補佐の講

評と、長瀬委員長の点鐘で無事終了となり、10分の休憩の後、懇親会

が開催されました。私が司会を務め、倉地地区副幹事の開会の挨拶、

三浦ガバナー補佐の乾杯の後、会食と進み、アトラクションとしてピ

アノとバイオリンの演奏があり、これが大変な盛り上がりとなり、大

変にいい雰囲気となりました。会議の疲れを癒し、各クラブの委員長

相互の交流と、相互の親睦を深めることも出来ました。皆様のご協力

を得て大変に良い会議と懇親会だったと思い、大変に感謝をしており

ます。最後に長瀬委員長の閉会の挨拶があり無事に終了致しました。 

地区識字率向上委員会報告 

地区識字率向上委員 横田徳久 

2011 年 10 月 30 日（木）ガバ

ナー事務所で、今期2760地区第2

回地区識字率向上委員会が開かれま

した。 

最初、地区国際奉仕委員長より、今年の 6 月 30 日をもって世界社

会奉仕とロータリー・ボランティア・プログラムを廃止する旨の 11

月のＲ.Ｉ.理事会会合の決定についての話がありました。従って、現在、

国際奉仕委員会は国際奉仕と識字率向上の両委員会により構成されて

います。 

次に、地区識字率向上委員長より議題であります識字率向上月間に

向けての説明がありました。それによりますと、世界の識字率は、世

界人口約 66 億人対し約 10 億の人々が非識字者で、その殆ど¾がア

ジア人やアフリカ人で、しかもその⅔を女性が占めています。更にそ

の女性から生まれてきます子供達にも影響を与えているのです。又、

世界では1億3千万人の就学年令児が学校に行っておりません。こう

した現状を見ますと、非識字はまさにその国の社会経済並びに政治的

発展、更には冷戦後に発生した地域紛争の数々に最も反映しています。

即ち、それ等から生まれる貧困、教育や健康から生じている事が分か

ります。これに対し国連は、1960年代に20年間最低7年間の年間

初等教育の無償教育の実現というスローガンを掲げ、その実現に向け

ています。一方Ｒ.Ｉ.は一人でも多くのロータリアンに理解を深め、協

力してもらえるよう、7 月に識字率向上月間を補足し、ポリオに次ぐ

Ｒ.Ｉ.の重要事項にしています。 

今回の会合は来年 3 月の識字率向上月間の勉強会で、各委員会より

いろいろな意見が出され、識字率向上の重要性を認識しました。今後

の予定として来年の1月26日に3月の月間を前にこの場所で、勉強

会が開催される予定になっています。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

藤原  研一君    欠席します。 

【地区大会ご苦労さまでした。】 

半泊  與則君 伊藤  晋一君 足立陽一郎君 尾関  正一君 

西脇  多吉君 尾關實津成君 小關  敏光君 北村紀子さん 

山田  浩二君 横井    登君 梶川  久雄君 木村  雅一君 

星川  直志君 横井  尚啓君 柴山  利彌君 柘植  勝介君 

古川  康司君

加藤  昌之君

梅田    渉君

西脇  良一君 

近藤    朗君 

 

杉浦  定文君 

石黒    勉君 

 

松岡  三明君 

加藤あつこさん 

 

 


