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日本初！食べる前に飲んで、
脂肪・糖・塩分の便への排出を増やす粉末飲料

　日清食品株式会社（安藤 徳隆社長）は、機能
性表示食品「トリプルバリア 青りんご味 5 本入」
を日清食品グループ オンラインストアおよび一
部コンビニエンスストアで、同じく「トリプルバ
リア 青りんご味 30 本入」、「トリプルバリア プ
レーン 5 本入」、「トリプルバリア プレーン 30
本入」を日清食品グループ オンラインストア限
定で 11 月 9 日（月）に新発売しました。

　お笑い芸人バナナマンの日村さんがＣＭをさ
れていて話題になっています。
■中性脂肪・血糖値の上昇を抑え、高めの血圧を

下げる！
脂肪や糖だけでなく、塩分まで排出する、唯一
の機能性表示食品

　弊社は、便通改善に優れた天然食物繊維「イン
ドオオバコ（サイリウム）種皮」に着目した基礎
研究や商品開発を、20 年以上にわたって続けて
います。
　今回、日清食品グループの研究拠点「the 
WAVE」のグローバルイノベーション研究セン
ターは、「インドオオバコ（サイリウム）種皮」
の食物繊維を食事の前に摂取することで、食事に
含まれる脂肪、糖、塩分の便への排出を増やすと
ともに、食後の中性脂肪や血糖値の上昇を抑え、
高めの血圧を下げる機能があることをヒト試験
で実証しました。
　そこで、新たに実証した " サイリウム種皮由来
の食物繊維 " の機能を有する機能性表示食品「ト
リプルバリア」シリーズを新発売します。この「ト
リプルバリア」シリーズは、『食事に含まれる脂
肪・糖・塩分の便への排出増加』を作用メカニズ
ムとする日本初の機能性表示食品です。普段の食
生活で中性脂肪、血糖値、血圧が気になる方、ま
た、おなかの調子を整えたい方の " 健康サポート
商品 " としてお役立てください。とあります。
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青少年委員会アワー

　それでは、宮崎東が担当で実施致しました、ラ

イラの御紹介を致します。  

　上村年度で 2011 年 1 月 22 日、23 日にホテ

ル浜荘において宮崎、高鍋、日向、延岡各クラブ

より 18 歳から 30 歳の 38 名に参加を頂いて研

修を行いました。

テ ー マ「宮崎の今を知り、宮崎の未来を探る」

影テーマ「そして今、あなたにできることとは…」

基調講演 90 分  

みやぎん経済研究所　枝元研究員様に依る講演

①宮崎の県勢、現状

②宮崎県の課題と企業の課題

③改善点（特に企業にとって）

④求められている人材像とは

　を講演をしてもらいました。

　１日目は中川会員の司会で始まり

セレモニー主催者挨拶

基調講演

グループ討議

夕食懇親会

長友　廣志　会員

2 日目　６時 30 分起床

大淀川歴史散策

まとめ

閉会挨拶解散

　実行委員長がインフルエンザの為、副実行委

員長の私が急きょ行いました。慌てました。

グループ討議の内容

　1 グループ９名～ 10 名で 4 チームの仮想会社

を新規創設し各グループにロータリーアンを１

名配置しました。

　「宮崎を売り込め」というテーマで

　海の幸・山の幸そして観光や風土　宮崎には誇

れる素材が豊富にあります。

　その素材を使って新規事業を起こしてもらい、

どの素材を使い、どのような商品を作り、どのよ

うに販売するか。

　グループ、社長、営業、製造、総務などの担当

者に分かれ、各分野の立場で検討していただいく

シミュレーションゲームを実施してもらいまし

た。

発表内容は、

1. 商品名（どのような材料で何を作るか）

2. 市場規模

3. 対象顧客は

4. 販売戦略

5. どのような組織で

6. 年商は

　以上 6 項目を発表していただき、懇親会の場

でそれを深めていただき翌日に最終プレゼンを

して貰いました。

　23 日でのまとめで、最終プレゼンの後、受講

者一人ひとりが各自の会社で今回のライラを受

講して自分に何が出来るのか、何をしなくては成

らないのか等の感想文提出いただきました。



 青少年奉仕 

青少年とは

　各ロータリアンの責務は、30 年齢歳までの若

い人すべてを含む青少年の多様なニーズを認識

しつつ、よりよき未来を確実なものとするために

青少年の生活力を高めることによって、青少年に

将来への準備をさせることです。すべてのクラブ

と地区は、青少年の基本的ニーズを支援するプロ

ジェクトに着手するよう奨励されています。基本

的ニーズとは、健康、人間の価値、教育、自己開

発であります。

新世代のための会議

　ロータリー・クラブは、地域社会レベルで、青

少年が地域の指導者と関心事を話し合い、希望、

夢、抱負を表明し、自分と地元地域社会の問題の

解決策を探るための討論の場を提供すべきです。

（ロータリー章典 40.050.3.）

青少年奉仕プログラム

　新世代のためのＲＩ常設プログラムには、イン

ターアクト、ローターアクト、ロータリー青少年

指導者養成プログラム、ロータリー青少年交換が

あります。年齢 30 歳までの多数の青少年が、将

来リーダーとなるために必要なスキルを身につ

けようと、ロータリーのプログラムに参加してい

ます。青少年プログラムの参加者は、地域のプロ

ジェクトや指導力開発の研修、文化交流などに参

加することによって、自分自身と世界について発

見することができます。そのほか、ロータリアン

を模範として、倫理、奉仕、親睦の理念について

も学べます。

ライラ（RYLA：Rotary Youth Leadership Awards）

　（ロータリー青少年指導者養成プログラム）

　ロータリー青少年指導者養成プログラム

（RYLA） は、ロータリーが実施する若者たちの

ための研修プログラムです。RYLA の対象とな

るのは年齢 12 ～ 30 歳の青少年ですが、多くの

クラブや地区では、12 ～ 18 歳、19 ～ 30 歳など、

年齢層を絞って実施しています。RYLA は、リー

ダーシップ、良き市民、人間としての成長を強調

しています。

インターアクト（Interact）

　インターアクトは、12 歳から 18 歳までの青

少年のための国際ロータリーの奉仕クラブです。

インターアクト・クラブは、支援や指導を与える

ロータリー・クラブが提唱して結成されますが、

運営面でも経済的にも自立しています。 

　クラブ会員の構成はさまざまです。男子のみ、

女子のみのクラブもあれば、男女混合からなるク

ラブもあり、その規模も大小さまざまです。会員

基盤はつの学校の学生から集められる場合もあ

れば、同じ地域社会内の 2 つ以上の学校から成

る場合もあります。

　毎年、インターアクト・クラブは少なくとも

2 つの社会奉仕プロジェクトを行い、そのうち 1

つは国際理解と親善を推進するものとされてい

ます。プロジェクトを通じて、インターアクター

（インターアクト・クラブの会員） は地元社会や

海外のクラブと友情のネットワークを築きます。

奉仕活動は、インターアクターの活動の真髄です。

　ロータリーの奉仕の中で最も顕著かつ急速に

発展しているプログラムの 1 つであり、 120 余

りの国や地域に 14,000 以上のクラブを擁する

インターアクトは、世界的な現象となりました。

現在、320,000 人以上の若者がインターアクト

とかかわりを持っています。

ローターアクト（Rotaract）

　ローターアクトは、18 歳から 30 歳までの青

年男女のための、ロータリーが提唱する奉仕クラ

ブです。ローターアクト・クラブは通常、地域社

会または大学を基盤としており、地元のロータ

リー・クラブが提唱しています。ローターアクト・

クラブは、提唱ロータリー・クラブの真の ｢ 奉仕

のパートナー ｣ であり、ロータリー家族の重要な
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出席状況報告

4月12日 第996回 3月29日 第994回

会員数 29名 会員数 29名

出席数 21名 出席数 22名

出席率 72.41％ 修正出席率 75.86％

メイキャップを積極的に行いましょう。

スマイルＢＯＸ

鳥越　逸雄　君

４月９日　孫が生まれました。女の子で咲良

（さくら）とつける予定です。

東京の為、祝いにも行けませんが、SNS で写

真は見せてもらっております。

都原　清次　君

東 RC のゴルフコンペにて２位でした。おつか

れさまでした。

ゴルフコンペ参加者一同

親睦が深まり、大変楽しかったです。次回も開

催したいと思います。

一員です。

　ロータリーの奉仕の中で最も顕著かつ急速に

発展しているプログラムのつとして、160 余り

の国や地域にある 9, 以上のローターアクト・ク

ラブを擁するローターアクト・プログラムは、世

界的な現象となりました。

青少年交換（Youth Exchange）

　世界を前進させる力。ロータリー青少年交換に

参加する学生は、最高で 1 年間、母国以外の国

でホストファミリーと生活をともにし、学校へ通

います。

　ロータリーの長期と短期の青少年交換プログ

ラムによって、参加者は、新しい生活様式、さら

には新しい言語、そして自分自身についても多く

のことを発見することになります。また参加者

は、自国やその文化、自分の考えを出会った人々

に伝える若き親善使節として、親しい友人を作り

ながら、世界を一つにする役割を担います。

　年間 8,000 人以上の若者が、ロータリー青少

年交換を通じて貴重な体験をしています。これ

は、一生に一度の機会です。

・ 4/17（土）予定されていた鹿児島のサザン

ウィンド RC との合同例会はコロナ感染拡大

に伴い中止となりました。

そのため、4/19（月）に通常例会を行い、

メインプログラムは戦略会議を予定していま

す。

・ 1000 回記念実行委員会松下委員長より

5/24（月）が 1000 回例会です。先立つ

5/22（土）に夜間例会としてウェルシティ

宮崎において実施する予定ですので、多くの

皆様の参加をよろしくお願いいたします。

幹事報告


