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皆様こんにちは。本日も ZOOM 例会にご出席
とご協力有り難うございます。
本日は私が経験しましたコロナ渦での妊娠、出
産を簡単になりますが、お話させて頂きます。私
は一昨年の 8 月に長女を出産しました。第 2 波
と言われていた頃でした。ワクチンの話は出てい
ましたが進んではおらず、妊婦が接種した時の胎
児への影響など、まだ何も分からない状況でし
た。妊娠するとホルモンバランスは急激に変化し
ますので、ただでさえ精神的に不安になったりす
る中でコロナと言う未知の感染症により更にピ

リピリとしていた事を思い出します。そしてお腹
が大きくなってくると少し動いただけでも息苦
しさを感じる状況の中でマスクを着けなければ
いけないと言うのは非常に辛かったです。出産
予定日は 8 月 4 日でしたが産まれる気配がなく、
6 日の日に入院して陣痛促進剤を投与して出産す
る事となりました。7 日に無事に出産しましたが
コロナで立ち会いも面会も許されず、当時まだ
2 歳の息子に会えたのは入院から 4 日後でした。
病院から帰る時に息子は泣きませんでしたが私
の方が息子が心配で泣きそうでした ( ´ △｀ )
妊婦や新生児を抱えたお母さんは、ただでさえ
行動範囲が限られます。コロナの影響で更に人に
会う機会も限られ親にも会えないお母さんも沢
山いらっしゃいます。新生児は数時間でも目を離
すと命に関わる事態になる可能性があります。お
母さんは子供の命を守りながら心身の健康を保
つ事で精一杯です。身近に妊婦さんや小さなお子
さんを抱えた方がいる方は出来る限り手を差し
伸べて上げて下さいね。私は臨月のお腹を抱え散
歩をしている時、面識のないランニング中の方か
ら（頑張ってね！）と言われた事がありましたが
嬉しくて今でも忘れられません。
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農林水産省は実態究明に乗り出していたが、全
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容の把握は容易でない。
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流通ルートは養殖業者から消費者に届くまで
には、漁協、輸入業者、卸売業者、仲卸業者、小

今年に入りPCR検査を２週間に１度受けている。

売店と様々な事業者が介在する。生産者から直接

営業なので求められたら陰性証明と接種証明

買い付ける業者もあり、流通ルートの複雑さが全

書をお見せしている。今日は PCR 検査について
報告します。

容を見えにくくしている。
福岡市内の卸売業者によると、卸売市場に入っ

宮崎県の PCR 検査は、宮崎空港店、宮崎駅前

てくる段階で外国産表示よりも熊本産として流

営業時間 9 時～ 20 時（定休日なし）、宮交

通しているアサリが多く、生産者を信じるしかな

店

シティ店、都城店（都城市役所南側）、延岡店の
他に各医療機関で受け付けているが、私は木下
グループの宮崎駅前店を利用しており、料金は

いという。
本当に国産なのか調べることが難しくグレー
ゾーンになっている。

1,900 円。但し蔓延防止期間は無料です。
申込み方法は、受診曜日を決めたらネットから
予約する。

産地表示の制度の特徴
国の食品表示基準では、輸入したアサリでも国

必要な項目を入力 → 受付完了（マイページ

内の干潟などで育成した期間が原産国より長い

URL・同意書フォームが届く）のお知らせが届く。

場合は国産と表示すると定めている。この場合Ｄ

予約日に PCR 検査場に行き、時間と本人確認

ＮＡが外国産と判定されても産地偽装にならな

（免許証）とスマホの同意書を見せて確認を行い、
キットを受け取る。

今回の調査では干潟に仮置きし短期間で回収

唾液を指定の容器に入れて（５分位で貯まる）
問診表と共に提出。
結果は…

い。

しているものを国産と偽装している。
小売店で販売されているアサリのうち外国産

午前中の診察でればその日、午後で

あれば、次の日の午前中には結果が出ます。
意外と簡単なので皆さんにもお勧めします。

表示は 0.9％、実際は国内産の９割を外国産が占
めている。輸入量に対する流通量は明らかに不自
然であり、どこかで熊本県産に変わっている。
昨年 12 月に熊本県の水産加工業者に対し食品
表示法に基づく是正を指示した際は２年以上の

阿波部康志
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調査が掛かった。
熊本県は 2 月 8 日から 2 か月間

アサリの産地偽装について

アサリの出

荷停止をし、この 2 か月間で厳罰化などのルー
ルを整備する。現在は中国産アサリとして販売し

先月、熊本県産アサリの産地偽装が判明しまし
た。

ている。
国産アサリの漁獲量は先述した通り国内の流

内容は外国産アサリを熊本県産に偽装したと

通量の 1 割そのうち 8 割が熊本県産であり、外

のことですが、過去にも熊本県産と偽装する事例

国産は熊本県産の 120 倍の漁獲量が流通してい

が繰り返し発覚していました。

る。

国産表示の仕組みや、様々な業者が関わる流通
ルートが悪質な手口が続く温床になっていると
のことです。

国内産の値段は外国産（中国産）アサリに比べ
2 倍の値段で取引されている。

現在の消費者は産地、食の安全性にこだわる人
も多い、このような産地偽装や不祥事は県産品す

て、夜の時間に本を読む機会が増えました。読書
とまではいかないと思いますが・・

べてに負の影響を及ぼします。真面目にやってい

私は、名言やことわざが好きで、本日は、最近

る方々が被害を受けるようなことがないよう業

読んだ本の中で気になった「ことわざ」について

界と行政が一体となって取り組み、改善していた

お話いたします。

だきたいと思います。

皆さんもよく知っている「井の中の蛙大海を知
らず」ということわざがありますが、このことわ
ざは、「井戸の中にいる蛙はずっと狭い世界しか

越山

直美

会員

見たことがなく、海を見たことがないため、視野
が狭くありきたりの知識しかない」というネガ

今日はいま我が家を悩ませていることをお話

ティブな意味で使われます。

しします。夫の両親の運転についてです。85 歳

しかし、私は勉強不足で知らなかったのです

くらいになる両親が健在なのはいいのですが、そ

が、実はこのことわざには続きがあって、その意

れぞれ車を所有し運転しています。昨今の高齢ド

味はとてもポジティブです。

ライバーによる事故のニュースを見るたびにわ
がことのように心配しています。夫の兄弟がいろ

「井の中の蛙大海を知らず」は、
「されど空の深
さ（青さ）を知る」と続くようです。

いろ説得していますが、納得したと思ったら次の

この意味は、「狭い世界で自分の道を突き詰め

日発言がくつかえされたりと本当に困っていま

たからこそ、その世界の深いところまで知ること

す。皆さんの中で何かアドバイスいただける方は

ができた」となるようです。

ぜひ教えてください。

私自身、常々自分のことを「井の中の蛙」だな
と思っておりましたので、なんか、この続きの言
葉に勇気づけられました。

迫園

洋二
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「大海を知らなくてもいい。自分の持ち場を一
所懸命掘り込んでいくことで、すべてに通じる知

お疲れ様です。迫園です。
年が明けて、コロナの感染拡大により、県外出
張、夜の会食等が全くできない状況となりまし

恵やノウハウを得ることができる。」
コロナ禍でままならない日常ですが、今自分の
できることを頑張ろうと思いました。

幹事報告
・ 3 月 6 日（日）ロータリーデー参加会員現在 8 名の参加です。
まだ締め切りまでお時間ありますので、多数の参加お願い致します。
集合場所へは各自にてお願いします。集合場所・時間は案内文の
通りです
・ 本日の例会終了後に理事会開催致しますのでご参加お願い致します。

ロータリー奉仕デー開催のご案内
（海岸美化清掃）
余寒の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、昨年 9 月 12 日から延期になっておりましたロータリー奉仕デー「海岸美化清掃」を
３月６日（日）に開催することにとなりました。ちなみに昨年は全世界で 245 団体が参加し
約 3 万人のロータリアンが海岸美化清掃運動を行ったと報告されました。ＳＤＧ s の持続可能
な開発目標の一環である海のプラスチックごみを減らすための海岸清掃活動に是非ご賛同いた
だき皆様のご参加をお願いいたします。
ご返事を２月 25 日（金）までに宮崎中央ＲＣ事務局までお願いいたします。

記
日

時

令和４年３月６日（日）
11：00 ～ 11：30（清掃時間）
11：30 ～ 12：00（ごみ分別）

ゴミ軽量

拾う時間は 30 分程度で燃やせるゴミ、燃やせないゴミ、プラス
チックゴミに分類して其々軽量、分別後宮崎市環境業務課に連絡、
後日収集。

場

所

参加対象者

青島海岸植物園側（植物園から旧パームビーチホテルの間の海岸線）
集合場所

海岸沿いのテント（当日設営）

集合時間

10：45

宮崎県中部グループ
ロータリークラブ会員、会員家族

例会記録
プログラム
・会長タイム
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駐

車

場

近隣の駐車場を利用（有料）

そ

の

他

金バサミ、軍手、お弁当（希望者）を準備いたします

第1028回 2022年2月21日（月）

出席状況報告
2月21日 第1028回

2月7日

第1026回

会員数

31名

会員数

31名

出席数

23名

出席数

20名

出席率

74.19％

修正出席率

70.97％

メーキャップ

前取り：都原 清次 君、野﨑 伸一 君

メイキャップを積極的に行いましょう。

