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宮崎県の新型コロナウイルスの感染者状況について

　未だ猛威をふるっている新型コロナウイルス
ですが、宮崎県でも独自の緊急事態宣言が出され
るなど、みなさん大変な思いをされている事かと
思います。各地でクラスターも発生し、なかなか
感染が収まりません。
　宮崎県内の感染状況を見てみますと、2 月 4
日時点で、累計感染者が1869人となっています。
既に療養を終えて退院された方が 1675 人、亡
くなられた方が 20 人、そして 174 人の方が感

染している状態のようです。
　第２波の頃は、昨年８月２日の 30 人が、１日
の感染者数で最も多い日でした。
　第3波では、昨年11月16日から感染者がずっ
と報告されており、今年 1 月 7 日の発表が 105
人と、最も多い日となっています。
　年代別で見てみますと、20 代が 18％、40 代
が 16％、50 代が 14％、30 代が 13％と、若
年層の感染が多く見られます。
　そんな中、新型コロナウイルスのワクチン接種
の準備が進められています。宮崎市では、集団接
種の会場として、市の総合体育館を選定したそう
です。
　国の方針に沿って、医療従事者を優先に、その
後、市内に住む 65 歳以上の高齢者が、早ければ
4 月をめどに接種できる体制を整えるとしてい
て、体育館以外の会場の確保や、高齢者施設入所
者への接種方法などを検討しているとしていま
す。
　宮崎市の他、日南市、都城市、高原町など 7
つの市と町で準備室や対策室を開設しています。
また、高鍋町や高千穂町などの 13 の町村では、
現在、予防接種を担っている部署が、新型コロナ
ウイルスのワクチン接種の業務を担うことにし
ているようです。
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「水」

　健康維持にもおすすめのミネラルウォーター。

しかし、一口にミネラルウォーターと言っても、

硬水・軟水といった硬度の違いがあり、殺菌や除

菌の処理方法なども異なります。炭酸の入ってい

るもの・赤ちゃんの調乳に使えるもの・価格の安

いもの・水道水に近く飲みやすいものなど商品の

種類も多く、どれを選んだらいいのか迷ってしま

うものです。

　今日はここで3 月 22 日は「世界水の日」ロー

タリーでは 3 月は「水と衛生」月間ですので水

についてお話したいと思います。

　果たしてどの商品がベストバイ商品なので

しょうか？

　「硬度」は水に溶けているカルシウムとマグネ

シウムの量で決まります。理化学辞典を基準にし

た分類では、178mg/L 以下を「軟水」、それよ

り上のものを「中硬水」「硬水」と定めています。

つまり、カルシウムとマグネシムの含有量が多く

硬度が高いのが「硬水」、逆に 2 つの含有量が少

なく硬度が低いのが「軟水」です。無色透明で見

た目が同じでも風味や口当たりに違いが出るの

はこのため。軟水の特長は柔らかな口当たり。飲

みやすさを重視する方には、すーっと喉を通る軟

水がおすすめです。また、またコーヒーやお茶の

香り、出汁の風味を引き立ててくれますので、料

理に使いたいという人にもぴったりです。

　硬水はミネラルが豊富に含まれているので運

動後などのミネラル補給におすすめです。また、

マグネシウムは腸に刺激を与えるため便通の改

善も期待できます。ダイエットや美容目的の方は

硬水を選ぶようにしましょう。硬水は飲み口が重

たく喉を通る際にひっかかりを感じることも。人

によってはお腹がゆるくなることもあるため、飲

み慣れていない方はまずは少しずつ試してみま

しょう。

上山　泰寛　会員

　硬度＝（カルシウム量mg/l × 2.5）＋

　　　　 （マグネシウム量mg/l × 4）

■日本とヨーロッパの「基準の違い」を理解し

　採水地で選ぶ

　日本の水はもちろん、さまざまな国のミネラル

ウォーターがたくさん売られています。その地を

旅しているような気持ちで水を飲むのもおすす

めです。

　日本の水の場合、加熱殺菌されているものが多

いですが、ヨーロッパはその逆で、殺菌などを

行ったものはナチュラルミネラルウォーターと

呼ぶことはできません。これは、日本とヨーロッ

パではナチュラルミネラルウォーターと呼ばれ

るものの定義が異なっているためです。

　ヨーロッパの場合、ナチュラルミネラルウォー

ターを名乗るには、公的機関の審査と承認が必要

で、水源地はあらゆる汚染から安全に隔離されて

いることや、採水地周辺の環境保全が常に行われ

ていることが必須です。

　しかし日本では、水源地付近の環境については

特に法律で定められてはいません。業者に対して

の法的義務付けがないためです。このような国に

よる違いもあるので、どこの国の水なのかは必ず

チェックしたいですね。

■pH 値は飲み心地に影響する

　pH 値とは水の性質を表した数値で、酸性・中

性・アルカリ性の 3 種類に分類されます。酸性

が強くなるにつれて酸味を感じ、アルカリ性が強

くなるにつれて苦味を感じると言われることも

ありますが、味わいに大きく影響がでることはあ

りません。

　【pH値】

　　・アルカリ性：7.1 ～

　　・中性：7.0

　　・酸性：0 ～ 6.9

　飲料　水は中性～弱アルカリ性だと体に優し

いとされています。ペットボトルのラベルに記載

があることが多いのでぜひチェックしてみてく

ださい。

　飲料水は中性～弱アルカリ性だと体に優しい

とされています。ペットボトルのラベルに記載が

あることが多いのでぜひチェックしてみてくだ

さい。



　WHO の基準では、硬度 120 ｍｇ / Ｌが軟水、120 ｍｇ / Ｌ以上が硬水とされています。日本の水道水

は一般に軟水であるといわれていますがその硬度は地域によって異なります。
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・会長タイム　・幹事報告　・委員会報告
◎セレモニー
◎会員卓話
　　３月の水と衛生月間について
　　　　　　　　　　上山　泰寛　会員

出席状況報告

2月8日 第987回 12月14日 第985回

会員数 28名 会員数 29名

出席数 14名 出席数 19名

出席率 50.00％ 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　原田　真理  君（宮崎北ＲＣ）
メーキャップ　　前取り：松下　　実  君、森重　文彦  君
　　　　　　　　　　　　今井美恵子  君

スマイルＢＯＸ

上村健太郎　君
67 才になります。

鳥越　逸雄　君
２回目の休日です。何回休めるでしょうか？

１．リモート形式の例会実施に向けて現在準備
中です。

２．2730 地区　フォトコンテストが開催され
ます。詳細はチラシを参照ください。

３．国際奉仕委員会　迫園委員長
　　・書き損じはがきを募集します。
４．ロータリーデーについて
　　宮崎北クラブ原田真理会員から、医療従事

者に千羽鶴とチョコレートを贈る取組みへの
協力依頼があった。折紙を配布し各人が折鶴
を制作。その様子の写真撮影して欲しい。再
来週までに事務局へ持参してください。

幹事報告

１．2 月、3 月、4 月のプログラムについて
・3/15　職場訪問例会（ママンマルシェ

TAKANABE にていちご狩り）　11 時集合
予定。

・3/29　観桜会はウェルシティを予約し、コ
ロナ状況をみて実施を決定する。念のため
昼の会場を予約する。

２　その他
・リモート形式例会実施にあたりパソコンを

4 万円くらいで購入予定であり、久寿米木
幹事主導で進める件が承認された。

・3/15　職場訪問に関し、昼食代、いちご狩
りの費用として 1 人 3500 円かかる。クラ
ブで全額負担することが承認された。

理事会議事録（2021.2.8）

出席者：山口会長、岩切副会長、久寿米木幹事
松下会長エレクト、濱田ＳＡＡ、平木
職業奉仕委員長、鳥越社会奉仕委員長
迫園国際奉仕委員長、長友青少年奉仕
委員長、青井プログラム委員長
（岩切クラブ奉仕委員長、濱田直前会長
は兼任）

１．会長挨拶
山口会長より挨拶を行った。

２．議題
１）宮崎県による新型コロナによる非常事態
宣言が２月７日までであるが、例会の在り
方（開催）をどうするかについて。
・今後の動向次第ではあるが予定通り２月
７日に緊急事態が解除されれば２月８日
の例会から通常例会を開催することで承認。

２）２月、３月、４月のプログラムについて。
・青井プログラム委員長より、まだコロナ
の状況が落ち着かない中で外部卓話和等
の予定は組みにくいため、流動的状況に
対応できるよう２月、３月は会員卓話の
方向でプログラムを組んではどうかと提
があり承認。また、その内容については
委員長に一任。
職業奉仕賞の授賞式についても、大きく
日程をずらし３月の２週例会とする方向
で調整する。

３．その他
１）クラブ会員よりリモート例会の開催につ
いて提案があった件について
・出席者のほぼ全員が賛成意見であり、リ
モート例会の開催について検討する。その
ための条件整備について次の事項を行う。
ａ．クラブ会員のＥメールアドレスの把
握。（事務局）

ｂ．システム及び運用方法の検討。（幹事）
ｃ．クラブ備品としてカメラ付きパソコ
ンの購入…まずは見積書。（幹事）

２．会員誕生祝の際のプレゼントの提供先に
ついて
・現在中川会員にお願いしているが、次年
度は和田会員に依頼することで承認。今
後も会員企業の持ち回りとする方向で協
議する。

理事会議事録（2021.1.25）


