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来週のプログラム

　こんにちは、本日は節分です。明日は立春になり暦の
上では春がやってきますが、宮崎はプロ野球チームが今
週からキャンプ入りしましたので、例年のジンクス通り
寒くなるような気がします。またこの時期はインフルエ
ンザも流行します。因みに娘の通っている高校も先週学
年閉鎖になっているようですし、先週もお話しした新型
のコロナウイルスが、ますます感染者数は増えており状
況は悪くなっているようです。十分手洗い等を行い健康
管理に気を付けましょう。
　さて、本日も月初めの例会で行事がたくさんあります
ので、寒い時期に体の温まる甘酒の話を少しだけしたい
と思います。甘酒にはノンシュガーでノンアルコールの
米麹からできたものと砂糖とアルコールの入った酒粕を
原料とするものと二つあります。私は酒粕を溶かした甘
酒が子供のころから好きでしたのでこんな体系になった
のかもしれません。
　「飲む点滴」ともいわれ、高い栄養素含む健康食品と

しても有名です。ではどのような効果があるのか紹介い
たします。米麹の甘酒は特に疲労回復と美肌に効果があ
り便秘改善や免疫力を高める効果が期待できるようです。
甘酒の栄養素であるブドウ糖とビタミン B 群が疲労回復
効果の高い栄養素で、さらに麹菌が栄養の消化吸収を助
ける働きがあり効率よく栄養を吸収しエネルギーかえる
ことができるようです。また食物繊維やオリゴ糖がバラ
ンスよく含まれており、腸内の悪玉菌を減少させ善玉菌
を増やし、腸内環境を整えることによって便秘改善にな
り、善玉菌が活性化することによって免疫力も上がるそ
うです。
　一方酒粕のほうは、ダイエットと快眠に効果的だそう
です。酒粕のほうがダイエットに効果があるのは意外で
した。酒粕には「レジスタンプロテイン」というたんぱ
く質の 1 種が含まれていて、この物質が体内で油と一緒
になり、油を排出してくれるそうです。油が吸収されに
くくなるので太りにくくなるようです。カロリーも米麹
よりも酒粕のほうが低いそうです。快眠効果はアルコー
ルを発行させるときに清酒酵母とういう発酵微生物を
使っており、それが「アデノシン」という眠気を誘う物
質の作用を高めるので、睡眠を誘導する効果があるよう
です。身体に嬉しい効能がたくさん含まれている甘酒で
すが、飲み過ぎには要注意。過剰な摂取はデメリットが
あります。メーカーや作り方によって差はありますが、
甘酒 100ml に含まれる糖質は約 18g。一般的なコーラ
100ml に含まれる糖質が 11g 前後ですから、かなり高い
数値だということが分かります。飲みすぎるとダイエッ
トに逆効果なだけでなく、高血糖となってしまいますの
で注意しましょう。アレルギー（アスペルギルスアレル
ギー）の悪化甘酒の麹菌は、アスペルギルス属に分類さ
れるカビ菌の一種です。このカビにアレルギーがある人
は、甘酒によって症状が出てしまう恐れがあります。寒
い時期ですので、適度に甘酒を飲んで体を温め健康管理
に気を付けましょう。
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ガバナー補佐アドレス

　こんにちは。会長、幹事様をはじめ、会員の皆
様には大変お忙しい毎日をお過ごしと思います。
昨年 11 月 11 日、ガバナー公式訪問ではお世話
になりました。会長、幹事主導の下、立派にクラ
ブ運営が行なわれております事にガバナーもさ
ぞかし満足されたのではないでしょうか。ガバ
ナーの人となりともご理解いただけたのではな
いかと思います。程良い緊張感の中にあたたかい
親睦があったと思います。ありがとうございました。
　さて、今後の活動でございますが、本年度も

「ロータリーデー」を開催致します。まずはロー
タリーデーのご説明を致します。
　ロータリーの活動を多くの人に知ってもらう
ため、昨年のバリーラシン RI 会長より、楽しく
て情報豊かな行事を「ロータリーデー」と銘打ち
開催するように全世界のクラブと地区に呼びか
けられたのです。
　そのことにより、川原パストガバナーの強いお
気持ちもありまして開催されたのであります。今
年度も喜島ガバナーより開催の依頼がありまし
たので昨年同様、鹿児島、宮崎に分かれまして行
います。
　昨年はメインテーマとして「外国人雇用につい
て」詳しくお話しいただきました。外国人雇用の
利点、問題点など現場の状況がよく理解出来まし
て、職業人の集まりでありますロータリーの行事
としてふさわしい「ロータリーデー」であった
と思います。今年は昨年とはかなり異なる「ロー
タリーデー」であります。海岸の清掃であります
から、目新しい事ではありません。他の団体も
行なっていますし、個人でされている方もいらっ
しゃいます。
　しかし以前から官民一体となって自然環境保
護に力を注いでいるにもかかわらず、海山川には
人間が作り出したゴミが散乱しています。このこ
とは残念ながら地球環境保全について多くの人
が疎いという事、そして関心が薄いという事であ
ります。地球環境保全はロータリーの一つの大き
な目的でもあります。私達ロータリアンはこれか
ら生きる人々へ、そして子や孫に自然あふれた素
晴らしい宮崎をバトンタッチしたい。その思いで
あり責任があります。
　私達ロータリアンが清掃活動２時間して環境
が大きく良くなる訳ではありませんが、人々に環
境保全の大切さ、重要性を伝える事ができ、一人
でも多くの人に関心を持ってもらい、自然豊かな
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ゲスト卓話

㈱リクシル　宮崎営業所

地球、そして宮崎に思いをはせてもらえるきっか
けとなれば良いと思います。そうであれば宮崎は
今より良い環境になると思います。
　マスメディアのお力もお借りし、広く告知に努
めたいと思います。ロータリー活動のほんの一端
でありますが、知ってもらえれば良いと思いま
す。それも「ロータリーデー」の意義ある事と思
います。
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・会長タイム　・幹事報告　・委員会報告
◎セレモニー
◎ゲスト卓話　　㈱リクシル　宮崎営業所
◎ガバナー補佐アドレス
　　上田　普　中部グループガバナー補佐

出席状況報告

2月3日 第960回 1月18日 第958回

会員数 29名 会員数 29名

出席数 19名 出席数 20名

出席率 65.51％ 修正出席率 75.86％

メイキャップを積極的に行いましょう。

本日のビジター　上田　普  ガバナー補佐（西都ＲＣ）
　　　　　　　　ヤサ・パラグラウマル  君（米山奨学生）
メーキャップ　　前取り：上山　泰寛  君、村川　保訓  君

・ 宮崎西ロータリークラブ創立 60 周年記念式
典があります。登録料はクラブにて負担いた
します。令和２年 4 月 11 日（土）シーガイ
アにて午後 4 時から受付です。

・ 2 月 15 日車椅子バスケットボール大会があ
ります。午前 7 時に出発します。10 分～
15 分前に集合してください。

・ 例会終了後理事会があります。理事役員の方
は出席をお願いします。

幹事報告

１．2 月、3 月、4 月、5 月のプログラム
〇 5/17　地区研修協議会（鹿児島県鹿屋市）

２．その他
〇 2/15　車椅子バスケット大会（串木野）

・7 時　ウェルシティ宮崎
　　　 出発 10 分前に集合
・16 時に宮崎到着予定

〇 ひまわり賞
・受賞者のコメントが週報に掲載ない

→　遅れてでも掲載すること
・商品協賛者の紹介がない

→　来年からは必ず誰から寄贈された
確認の上紹介すること

→　今年は協賛者へのお礼を週報に掲
載すること

理事会議事録

スマイルＢＯＸ

上村健太郎　君
誕生日のお祝いをしていただきありがとうご
ざいました。

鳥越　逸雄　君
今年から死ぬまで休日となりました。空いてい
る飯屋さんあるかな？

和田　尚三　君
11 月にアキレス腱断裂にて参加率を下げてし
まい、誠に申し訳ございません。体の不自由な
方へ一層やさしく接することを勉強しました。

ヤサ・パラグラウマル  君

米 山 奨 学 生



� 児童養護施設　青島学園　社会福祉施設職員　
� 栗栖ひとみ　様

　このたびは、永年勤続表彰の場を設けていただ
き、誠にありがとうございます。
　また、さらに表彰状ならびに金一封、沢山の副
賞などを頂き、厚くお礼申し上げます。
　今年の 3 月をもちまして 29 年勤務すること
ができ、さらに「ひまわり賞」を頂いたことによ
り、とても良い記念になりました。
　これも周囲のみなさま方の支えがあったから
だと思います。
　青島学園での勤務は、12 年と一番長くなりま
したが、調理師の立場を通して、子供たちの支援
をすることができ、とてもやりがいのある仕事で
す。
　このたびの表彰をうけましたことを胸に、これ
からも職場での仕事にはげみながら、調理として
子供たちを支援していきたいと思います。
　短いですが、これを御礼のご挨拶とさせていた
だきます。
　本日は誠にありがとうございました。

 児童養護施設�青島学園�園長　又木　祥子　様

　本日はお招きいた
だき大変光栄に思っ
ています。私、児童
養護施設青島学園、
園長の又木と申しま
す。何卒よろしくお
願いいたします。
　宮崎東ロータリー
クラブ様には、 日頃
より格別のお引きた
てを賜り、当学園に
児童に対しまして、多額の寄付金をいただきま
した。寄付金につきましては児童の DVD や BD
レコーダー、自転車、 トランポリン等を購入させ
ていただき、 大切に使わさせていただいておりま
す。また、当学園の秋楽祭には多数の景品の寄贈
もいただき、祭りを盛り上げていただき、 心から
感謝申し上げます。
　さて、当学園の児童ですが、現在 50 名の児童
が入所し生活を送っています。児童養護施設の
定義がありまして、「児童養護施設は、保護者の
いない児童、虐待されている児童、その他環境
上養護を要する児童を入所させ、これを養護し、
あわせて退所したものに対する相談その他の自
立のための援助を行うことを目的とする施設と
する。」 とあります。当学園も様々な家庭の事情
を背負った児童が入所しており、また、 発達障害
や知的障害等の何らかの障害を抱えた児童も多
く入所しています。その人一人ひとりの児童に少
しでも家庭の生活に近づけられるよう日々 25 名
の支援員と、5 名の調理師、管理栄養土、総務職
員、家庭支援専門員、里親支援専門員、心理土、
職業訓練支援員等、 様々な職種でフォローしなが
らかかわりを持ち、 適切な支援の展開を図りなが
ら、 児童が成人しても困らない生活の在り方を常
に考えながら支援を行っているとことです。
　今回表彰される当学園の栗栖ひとみについて
は、 長年施設に入所している児童や利用者に対し
て管理栄養士の献立の下おいしい食事を作るこ
とはもちろんのこと、目でも味わえるような工夫
をして、児童一人ひとりの健康状態も把握しなが
ら、 好き嫌いの多い児童には嫌いなものが食べれ
る工夫をおこない、 病気の子供には食欲がなくて 
も食べれる食事の希望を聞き提供したり、 それぞ
れの児童に対して配慮しながら、食事の提供を
行ってもらっています。自慢ではないのですが、
当学園の食事は本当においしく、児童にも好評を
得ています。
　今回栗栖を表彰者に選んでいただき感謝申し
上げます。本当にあり がとうごさいました。
　現在児童養護施設を取り巻く流れとしまして、
小規模化、地域分散化を進めていくよう方針が出
されています。家庭的雰囲気の中で児童を養育し
ていきましょうという流れになっています。これ
から児童養護施設も大きく変わっていくものと
思っています。これからも、宮崎東ロータリーク
ラブ様には、どうか末永いお力添えを頂きますよ
う宜しくお願い申し上げます。
　以上を持ちまして挨拶とかえさせていただき
ます。本日は誠にありがとうごさいました。

副賞協賛の方のご紹介

濱田　国雄　会長　　畠中　和広　幹事

柳園　八星　会員　　村川　保訓　会員

野﨑　伸一　会員　　山口　登幸　会員
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