
・点　鐘　吉島会長

・ソング　手に手つないで�

・卓　話　藤原秋夫会員�

【会長報告】

　イタリアへ何人か行ったにもかかわらず、

最後の夜間例会には多数の出席有難うござい

ました。旅行も４０名を超す申込み。９０％前

後の出席率を年度末まで維持出来るよう頑張

っていきたいと思います。

【幹事報告】

・６月ロータリーレート　１＄＝８０円�

・第１３回役員会開催６／６ １１：３０～�

・会費について配付�

・週報：所沢東ＲＣ�

・市民会館の催し物について�

◎例会変更のお知らせ�

◇入間ＲＣ�

・６／２８（木） 夜間例会 点鐘１８：３０ うかい鳥山�

◇入間南ＲＣ�

・６／１２（火）例会場変更 中央公民館 点鐘１２：３０�

・６／２６（火）新現慰労会 武蔵クラブ 点鐘１９：００�

◇所沢中央ＲＣ�

・６／１１（月） 振替休会６／９～１０会員旅行

　足尾銅山植樹・福島飯坂温泉（被災地めぐり）

�・６／２５（月） 最終例会（移動例会）点鐘１８：００ ひょうたん�

【委員会報告】

◎国際奉仕委員会　　　　　　　　　山岸君

　５／２０から８日間、１３名でイタリア・ツアー

に行って参りました。２０日、１０時頃、成田か

らルフトハンザ機で出発。フランクフルト経

由でローマ着。２１・２２日は、ナポリの考古学

博物館、ポンペイの遺跡、ローマのコロッセオ

等見学。２３・２４日は、ダンテやミケランジェ

ロの活躍した１４・１５世紀の文化都市フィレン

ツェを見学。ピサの塔には全員が登り、美しい

街の全景を見ました。その晩、中里（昌）委員長

のお知り合いがおいでになるプラトーＲＣを

訪問（会員数５７名）。山の中腹のレストランで

２０時半から晩餐会。マルコ会長の歓迎挨拶の

後、中里（昌）委員長が流暢なイタリア語で挨拶。

３分程の挨拶が終わった途端ワーッと会場が

盛り上がりました。２５日は水の都ベネチアを

ゴンドラで遊覧。最後の晩は、サン・マルコ寺

院の広場で５人の楽士が演奏するメロディに

酔いながら、夜の更けるのも忘れて美味しい

ワインを静かに頂きました。イタリアの歴史

や文化を知ると同時に、食文化や世界各地か

ら集まってくる観光者のありさまを現実に見

て参りました。非常に大切な経験で、安藤年度、

新井委員長も計画されると思いますが、ご参

加の程よろしくお願い致します。

◎飯能ＲＣ創立５０周年準備委員会�　   橋本君

　５／１６、実行委員長選考委員会を開催。会長、

幹事、石井君、大附君、矢島（巌）君、私の６名で

審議の結果、中里昌平パスト会長が適任と決定。

私がお願いにお宅に伺ったところ快くお引き

受け頂きました。

◎飯能ＲＣ創立５０周年実行委員長　中里（昌）君

「先輩方も大勢おられるのに私で良いのです

か」とお話したのですが、「何としても」との事、

実行委員も準備委員会でお決め頂きたいとお

願いしました。ご協力頂きまして成功裏に出

来ます事を願っております。どうぞよろしく

お願い致します。

【出席報告】無断欠席なし　  増島出席委員長

【Ｍ　　Ｕ】

５／２５（イタリア・プラトー）

　　　 中里（昌）君、矢島（巌）君、新井君、山岸君

　　　 山川君、藤原君、小谷野君、吉田（武）君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・藤原さん、本日はご苦労様です。イタリア・

　プラトーでは、大変お世話になりました。

　　　　　　　　　　　  新井君、矢島（巌）君�

・お花を有難うございました。　　　藤原君�

・早退　　　　　　　　　　　　  土屋（良）君�

本日計６，０００円、累計額１，１０１，１２５円。

◎６日例会当番は矢島（高）会員、吉田（行）会員です。�

【卓　　話】

　１９５０（Ｓ２５）年、秋田県由利郡大内町（現・

由利本荘市）の生まれ。花火で有名な大曲に

近く、日本海側にある、秋田市と酒田市（山形県）

の中間です。“出羽富士”鳥海山（２２３６ｍ）を「き

れいな山だな」と子どもの時から見ていました。

芭蕉が『奥の細道』で詠んだ象潟という奇麗な

所もあります。高校を卒業して自衛隊に入り、

３年間居て、入間基地を最後に２２才で退官。

サッシ業界に入って来月で４０年、会社設立し

て２５年。建築業界も大変ですが、頑張ってや

って行きますのでよろしくお願いします。

　建具には昔からの木製建具と金属製建具が

あり、金属製にはステンレス製、スチール製、

アルミ製の３種があります。

　ステンレス製にはヘアライン仕上げ（光が

無い）と鏡面仕上げの２種があり、主にホテル

の玄関口やホール等に使われます。マンショ

ン住戸の玄関ドアの８割はスチール製です。

防火の関係で、学校等の廊下の間仕切り、ゴミ

置き場、機械室等にもスチール製が使われます。

　アルミ製建具は、木で作っていない非木造

建物と木造建物の２種に分かれます。非木造

は「ビル用サッシ」と言われるもの。木造には

「アルミで出来ているもの」「外がアルミで中

が木製のもの」「樹脂サッ

シ（寒冷地用）」があります。

　色は「シルバー」から「ホ

ワイト」まで５、６種類あ

りますが各メーカー毎に

「ナチュラル・シルバー」

「ピュア・シルバー」「サン・

シルバー」等、名前を付け

て差別化した独自色を持

っています。その独自色が好まれると必ずそ

のメーカーを使うという事になっていて３社

で１５色あります。

　輸入したボーキサイト、インゴットを他の

金属と化合してアルミ・ビレットを造り、それ

を熱で温め、ところてんの様に押し出して１０～

２０ｍの棒を造って切断、加工して造ります。

陽極酸化皮膜処理で表面に凸凹の溝を作り、

２次電解着色でその溝に塗料を浸透させ、そ

の量の違いで「ブロンズ」から「黒」までの色を

出します。さらに保護のため塗膜し、塗料約

９μ、塗膜７μ、計１６μの厚みで傷を付きにく

くしています。色は、昔は「シルバー」主流でし

たが、「ブロンズ」が出て「ホワイト」が流行り、

その後、「黒」も流行ったのですが、傷や汚れが

目立つというので、今は「ステンカラー」「グレ

ー」が主流。昔の「シルバー」と違って「ツヤが

無いシルバー」が一番多くなって来ています。

電解着色はすごく電気を使います。アルミ型

材の３分の１は電気代と考えてもらって良い。

富山県にサッシメーカーが多いのは、新湊の

港に輸入が出来、そこに住友の大きな精錬所

があり、黒部の発電量が多く、安い夜間電力が

使えるためです。三協、新日軽、立山、ＹＫＫの

４社が富山。トステム、不二サッシは後から出

来た企業です。

　焼付塗装ならどんな色でも出来ます。

　性能についてですが、「耐風圧強度」は７等

級あり、１２００～１６００は普通住宅。２４００～

３６００は高層ビル用。「気密性」４等級、「水密性」

５等級。「遮音性」は４等級あり、Ｔ１（２５ｄＢ）

が防音サッシ。横田基地ではＴ２（３０ｄＢ）、

グレモンハンドルを使用。３０ｄＢ以上出すには

二重サッシ、防音合わせガラスを使います。

電車の近くでは３５～４０ｄＢのものを使わな

いと話し声が聞こえない。「断熱性」を高くす

ると値段も高くなります。

　ガラスの主流は「ペアガラス」。日本板硝子

が特許を取った「真空ガラス」は熱や音を通し

にくい。結露等で困っている方はガラスだけ

交換する事も可能。光触媒をガラスに塗装し

空気中の水分を吸収してゴミを浮かし、雨が

降るとガラスがきれいになるという製品は手

の届かない窓ガラスに使うと良いと思います。

　今、メーカーは、アルミ建材の中に太陽光

発電の出来る装置を組み込んだ製品の開発に

も力を入れています。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

※次週の例会案内は省略。
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【会長報告】

　イタリアへ何人か行ったにもかかわらず、

最後の夜間例会には多数の出席有難うござい

ました。旅行も４０名を超す申込み。９０％前

後の出席率を年度末まで維持出来るよう頑張

っていきたいと思います。

【幹事報告】
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・第１３回役員会開催６／６ １１：３０～�
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・６／２８（木） 夜間例会 点鐘１８：３０ うかい鳥山�

◇入間南ＲＣ�
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・６／１１（月） 振替休会６／９～１０会員旅行

　足尾銅山植樹・福島飯坂温泉（被災地めぐり）

�・６／２５（月） 最終例会（移動例会）点鐘１８：００ ひょうたん�

【委員会報告】

◎国際奉仕委員会　　　　　　　　　山岸君

　５／２０から８日間、１３名でイタリア・ツアー

に行って参りました。２０日、１０時頃、成田か

らルフトハンザ機で出発。フランクフルト経

由でローマ着。２１・２２日は、ナポリの考古学

博物館、ポンペイの遺跡、ローマのコロッセオ

等見学。２３・２４日は、ダンテやミケランジェ

ロの活躍した１４・１５世紀の文化都市フィレン

ツェを見学。ピサの塔には全員が登り、美しい

街の全景を見ました。その晩、中里（昌）委員長

のお知り合いがおいでになるプラトーＲＣを

訪問（会員数５７名）。山の中腹のレストランで

２０時半から晩餐会。マルコ会長の歓迎挨拶の

後、中里（昌）委員長が流暢なイタリア語で挨拶。

３分程の挨拶が終わった途端ワーッと会場が

盛り上がりました。２５日は水の都ベネチアを

ゴンドラで遊覧。最後の晩は、サン・マルコ寺

院の広場で５人の楽士が演奏するメロディに

酔いながら、夜の更けるのも忘れて美味しい

ワインを静かに頂きました。イタリアの歴史

や文化を知ると同時に、食文化や世界各地か

ら集まってくる観光者のありさまを現実に見

て参りました。非常に大切な経験で、安藤年度、

新井委員長も計画されると思いますが、ご参

加の程よろしくお願い致します。

◎飯能ＲＣ創立５０周年準備委員会�　   橋本君

　５／１６、実行委員長選考委員会を開催。会長、

幹事、石井君、大附君、矢島（巌）君、私の６名で

審議の結果、中里昌平パスト会長が適任と決定。

私がお願いにお宅に伺ったところ快くお引き

受け頂きました。

◎飯能ＲＣ創立５０周年実行委員長　中里（昌）君

「先輩方も大勢おられるのに私で良いのです

か」とお話したのですが、「何としても」との事、

実行委員も準備委員会でお決め頂きたいとお

願いしました。ご協力頂きまして成功裏に出

来ます事を願っております。どうぞよろしく

お願い致します。

【出席報告】無断欠席なし　  増島出席委員長

【Ｍ　　Ｕ】

５／２５（イタリア・プラトー）

　　　 中里（昌）君、矢島（巌）君、新井君、山岸君

　　　 山川君、藤原君、小谷野君、吉田（武）君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・藤原さん、本日はご苦労様です。イタリア・

　プラトーでは、大変お世話になりました。

　　　　　　　　　　　  新井君、矢島（巌）君�

・お花を有難うございました。　　　藤原君�

・早退　　　　　　　　　　　　  土屋（良）君�

本日計６，０００円、累計額１，１０１，１２５円。

◎６日例会当番は矢島（高）会員、吉田（行）会員です。�

【卓　　話】

　１９５０（Ｓ２５）年、秋田県由利郡大内町（現・

由利本荘市）の生まれ。花火で有名な大曲に

近く、日本海側にある、秋田市と酒田市（山形県）

の中間です。“出羽富士”鳥海山（２２３６ｍ）を「き

れいな山だな」と子どもの時から見ていました。

芭蕉が『奥の細道』で詠んだ象潟という奇麗な

所もあります。高校を卒業して自衛隊に入り、

３年間居て、入間基地を最後に２２才で退官。

サッシ業界に入って来月で４０年、会社設立し

て２５年。建築業界も大変ですが、頑張ってや

って行きますのでよろしくお願いします。

　建具には昔からの木製建具と金属製建具が

あり、金属製にはステンレス製、スチール製、

アルミ製の３種があります。

　ステンレス製にはヘアライン仕上げ（光が

無い）と鏡面仕上げの２種があり、主にホテル

の玄関口やホール等に使われます。マンショ

ン住戸の玄関ドアの８割はスチール製です。

防火の関係で、学校等の廊下の間仕切り、ゴミ

置き場、機械室等にもスチール製が使われます。

　アルミ製建具は、木で作っていない非木造

建物と木造建物の２種に分かれます。非木造

は「ビル用サッシ」と言われるもの。木造には

「アルミで出来ているもの」「外がアルミで中

が木製のもの」「樹脂サッ

シ（寒冷地用）」があります。

　色は「シルバー」から「ホ

ワイト」まで５、６種類あ

りますが各メーカー毎に

「ナチュラル・シルバー」

「ピュア・シルバー」「サン・

シルバー」等、名前を付け

て差別化した独自色を持

っています。その独自色が好まれると必ずそ

のメーカーを使うという事になっていて３社

で１５色あります。

　輸入したボーキサイト、インゴットを他の

金属と化合してアルミ・ビレットを造り、それ

を熱で温め、ところてんの様に押し出して１０～

２０ｍの棒を造って切断、加工して造ります。

陽極酸化皮膜処理で表面に凸凹の溝を作り、

２次電解着色でその溝に塗料を浸透させ、そ

の量の違いで「ブロンズ」から「黒」までの色を

出します。さらに保護のため塗膜し、塗料約

９μ、塗膜７μ、計１６μの厚みで傷を付きにく

くしています。色は、昔は「シルバー」主流でし

たが、「ブロンズ」が出て「ホワイト」が流行り、

その後、「黒」も流行ったのですが、傷や汚れが

目立つというので、今は「ステンカラー」「グレ

ー」が主流。昔の「シルバー」と違って「ツヤが

無いシルバー」が一番多くなって来ています。

電解着色はすごく電気を使います。アルミ型

材の３分の１は電気代と考えてもらって良い。

富山県にサッシメーカーが多いのは、新湊の

港に輸入が出来、そこに住友の大きな精錬所

があり、黒部の発電量が多く、安い夜間電力が

使えるためです。三協、新日軽、立山、ＹＫＫの

４社が富山。トステム、不二サッシは後から出

来た企業です。

　焼付塗装ならどんな色でも出来ます。

　性能についてですが、「耐風圧強度」は７等

級あり、１２００～１６００は普通住宅。２４００～

３６００は高層ビル用。「気密性」４等級、「水密性」

５等級。「遮音性」は４等級あり、Ｔ１（２５ｄＢ）

が防音サッシ。横田基地ではＴ２（３０ｄＢ）、

グレモンハンドルを使用。３０ｄＢ以上出すには

二重サッシ、防音合わせガラスを使います。

電車の近くでは３５～４０ｄＢのものを使わな

いと話し声が聞こえない。「断熱性」を高くす

ると値段も高くなります。

　ガラスの主流は「ペアガラス」。日本板硝子

が特許を取った「真空ガラス」は熱や音を通し

にくい。結露等で困っている方はガラスだけ

交換する事も可能。光触媒をガラスに塗装し

空気中の水分を吸収してゴミを浮かし、雨が

降るとガラスがきれいになるという製品は手

の届かない窓ガラスに使うと良いと思います。

　今、メーカーは、アルミ建材の中に太陽光

発電の出来る装置を組み込んだ製品の開発に

も力を入れています。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

※次週の例会案内は省略。

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 山川君、山岸君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

雑 誌 月 間

＋ガンバレ！日本のロータリークラブ～継続できるロータリークラブとは～

吉 島 一 良 間 邉 元 幸

例会場：マロウドイン飯能

晴

藤原秋夫 会員

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

８５．７１％

飯能ＲＣ

金属建具（アルミ建具）について


