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第867回　例会　2017年10月2日（月）
・会長タイム

・幹事報告

・委員会報告

◎セレモニー
◎ゲスト卓話
　　青島学園　園長
　　　　　蔵屋　貴浩　様

・会長タイム

・幹事報告

・委員会報告

◎夜間例会（観月会）

　　たかちほ亭

　　　　　18：30～

第866回　例会　2017年9月25日（月）

会長タイム
加藤　好孝　会長

　さて、今月の RC は「基本的教育と識字率の向

上月間」重点月間となっております。地域社会で

基本的教育を普及し、識字能力を高めるためのプ

ログラムを支援し、地域社会の参加を促進、成人

識字率の向上、教育における男女格差を減らすた

めの活動、基本的教育と識字率向上に関連した仕

事に従事することを目指す専門職業人のための

奨学金支援を強調する月間である。本来ならばこ

のようなお話で会長挨拶をしなければならない

のでしょうが、本日は皆様が多分お好きであろう

温泉にまつわる知識を話しします。

テーマは「温泉について」まず、温泉の定義は

１．源泉温度が 25℃以上であること。

２.「水素イオン」「フッ素イオン」「重炭酸ソー

ダ」など 19 の特定成分が一つ以上規定値に

達しているもの。

　つまり、源泉温度が 25℃以上あるか、それよ

り冷たくとも 19 の特定成分が１つでも規定値に

達していれば、「温泉」と名のれるのです。

　皆さんは意外かもしれませんが「温泉はあたた

かく、効能成分たっぷりなものというイメージと

はかけ離れています」

　温泉掘削な方法としては「地球の内部は高温の

マグマになっているため、地中を 100 ｍ掘るご

とに温度は２℃前後上昇します。

　つまり、地面を 1,000 ｍほど掘って湧出した

地下水は、温泉の定義によると「温泉」なのです。

　それでは温泉の種類は　どのようにして決め

られるのか？それは泉温、水素イオン (pH 値 )、



泉質、浸透圧の四種類で分けられます。

１. 温度 ( 泉温 ) による分類

　　冷鉱泉　　25℃未満

　　低温泉　　25 ～ 34℃未満

　　温泉　　　34 ～ 42℃未満

　　高温泉　　42℃以上

２. 水素イオン濃度（pH 値）による分類

　湧き出した際の PH 値のうち pH3 未満を酸

性泉、pH3 ～ 6 未満が弱酸性泉、pH6 ～ 7.5

未満で中性泉、pH7.5 ～ 8.5 未満は弱アルカ

リ性泉、pH8.5 以上をアルカリ性泉と分類し

ます。

　「酸性度が高いと殺菌効果があり、皮膚病に

効きやすいです。中性泉は、肌に優しいです。

アルカリ度が高いと、肌の角質をとる日は美肌

効果があります」

３. 泉質による分類

　含有成分によって、単純温泉・二酸化炭素 ( 単

純炭酸泉 )・塩化物泉 ( 食塩泉 )・炭酸水素塩泉

( 重曹泉 )・硫酸塩泉 ( 硫酸塩泉 )・含銅－鉄泉・

硫黄泉・酸性泉・含鉄泉・含アルミニウム泉 ( 明

礬泉 )・放射能泉の 11 種類に分けることが出

来ます。

　単純泉は木城温泉、二酸化炭素 ( 単純炭酸泉 )

青島サンクマール、塩化物泉 ( 食塩泉 )　石崎

浜荘 , めいりんの湯、炭酸水素塩泉 ( 重曹泉 )

山田温泉、青島パームビーチ、含銅－鉄泉　極

楽温泉、酸性泉　えびの高原、等々

４. 溶融成分濃度（浸透圧）による分類

低張性泉　人体の細胞液に対して低い浸透圧

等張性泉　人体の細胞液に対してほぼ等しい

　　　　　浸透圧

高張性泉　人体の細胞液に対して高い浸透圧

　浸透圧とは、濃度の異なる溶液の濃度を一定

にしようとする力

※肌は、温泉の効能成分を浸透させることが

できるので、理論上は、「高張泉」の方が、

成分を体に吸収しやすいことになります。

　「低張泉」は、サラサラしたやさしい湯

という傾向があり、理論上は、温泉の水分

が体に吸収されやすいということになり

ます。

　低張泉の温泉で長湯すると皮膚がふや

けやすいですが、梅干しのように水分が無

くなってシワシワになるのではなく、その

反対に皮膚の表面からいくらか水が浸透

して、皮膚のごく表面の部分だけ伸びる一

方、その下の部分は、変化がないのでしわ

ができてしまうのです。

 つまり体に水分を与えているのです。

　以上温泉にまつわるお話でした。

　本日当クラブは、「温泉の教育」を受けていた

だきました。こんな雑学の基本的教育のあいさつ

が、中にはあっても良いのではと思い、お話をさ

せていただきました。

クラブ研修卓話

ロータリークラブの目的：

　ロータリーの目的は、有益な事業の基礎として

奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、特に次の各

項を鼓吹育成することにある：

・第１. 奉仕の機会として知り合いを広めること；

・第２. 事業および専門職務の道徳水準を高め

ること；あらゆる有用な業務は尊重されるべ

きであるという認識を深めること；そして

ロータリアン各自が業務を通じて社会に奉仕

するためにその業務を品位あらしめること；

・第３. ロータリアンすべてがその個人生活、

委員長　上村健太郎



事業生活および社会生活に常に奉仕の理想を適

用すること；

・第４. 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職

務に携わる人の世界的親交によって、国際間

の理解と親善と平和を推進すること。

　奉仕の理想は「ロータリーの目的」の中にある

"Ideal of Service" が直訳されたことばです。

　service と云う言葉の日本語訳として " 奉仕 "

という言葉がその意味に近く、他に適切な言葉が

なかったので、訳語として当てられたのですが、

" 奉仕 " は service という概念を正確には表現し

ていません。米山梅吉さんをはじめ、ロータリー

の偉大な先人たちの中には service に適当な日

本語訳はないので、むしろそのまま「サービス」

として用いるべきだという方も多くいらっしゃ

います。また、日本語となってしまった " サービ

ス " という言葉が、「おまけ」「お得」的な意味に

使われているのも、service の正しい理解を妨げ

ています。

　要は、"Ideal of Service" という言葉で英語圏

の人が頭に浮かべる概念と同じ概念を、我々が

「奉仕の理想」と云う言葉で頭に浮かべることが

できればよいわけです。そのためには service 

の概念をしっかりと理解する必要があります。

service の動詞形は serve で、どういう動作を

称して serve というかと云いますと、「人とか地

域にニーズ (needs) があり、そのニーズを満た

して行こうとする行為」を serve というのです。

従って、serve という動作を行うためには先ず

ニーズを知ることが必要です。ニーズが満たされ

なければ、serve したことにならないのです。

　バレーやテニスで最初に打つボールをどうし

て serve というかといいますと、ボール遊びを

したいというニーズがある。そして、かまえて、

ボールがくるのを待っている、そのニーズを満た

す行為とは、そこヘボールを提供する事だから、

最初にボールを提供する行為を serve というの

です。レストランでの food service 、病院での

medical service もそれぞれそこを訪れる方の

ニーズを満たす行為をいいますし、行政サービス

も市民のニーズを満たすためですから、英語では

civil service といいます。キリスト教の礼拝を

service というのは、神に背いた人間を神のもと

へ立ち返らせて和解したいという神のニーズが

あり、そのニーズを満たす行為とは、くだけたる

魂をもって、祭壇にぬかずくことですから、そう

いった行為である礼拝の事を service 、すなわ

ち divine service といいます。

　ニーズを満たす行為をサービスと云うのです

が、その人が欲求することとその人にとって本当

に必要な事とは必ずしも一致しないのです。本当

に必要なものを適確に把握することが大切です。

　次に、Ideal とはその完成度・達成度において、

最高位にランクされる「もの」、または、「事柄」

のことですから、"Idealof Service" とは、人の

ニーズを良く汲み取って、そのニーズを理想的な

かたちで満たすという意味です。そして、これを

生活の場すべてに適用して行くように努力しま

しょうと云うのがロータリーの目的、即ち綱領な

のです。

　 今 の ロ ー タ リ ー 章 典 に は「 奉 仕 の 理 想 」

"Idealof Service" を は っ き り と 定 義 し た 文

章はありませんが、毎年発刊される Official 

Directory ( 全世界のロータリークラブと会員の

名簿）の背表紙の裏に次のような英文が書かれて

います。

　「Rotary clubs everywhere have one 

basic ideal -the "Ideal of Service", which 

is thoughtfulness of and helpfulness to 

others.」

（ロータリークラブは何処においても、一つの

基本となる理念「奉仕の理想」を持っている、

それは他人に対する思いやりの心、助け合いの

心である）

 （国際ロータリー 2660 地区 　　　

 ロータリー百科事典より抜粋）



例 会 記 録 第865回  2017年9月11日（月）

プログラム

・会長タイム

・幹事報告

・委員会報告

◎クラブ研修卓話

　　委員長　上村健太郎
メイキャップを積極的に行いましょう。

出席状況報告

9月11日 第865回 8月28日 第863回

会員数 34名（33名） 会員数 34名（33名）

出席数 20名 出席数 19名

出席率 58.83％ 修正出席率 67.65％

本日のビジター　長濵　保廣  君（宮崎ＲＣ）

スマイルＢＯＸ

今和泉　悟　君

誕生日のお祝い、ありがとうございます。

59 才になりました。

これからも「宮崎」を楽しみたいと思います。

委員会報告

青島学園支援について（9 月 5 日 青島学園訪問）

 支援先　社会福祉法人　宮崎県社会福祉事業団

 児童養護施設　青島学園　園長　蔵屋　貴浩

 〒 889-2163 宮崎市青島西 1-3-1

 Tel:0985-65-1230　Fax:0985-65-2157

支援要請について

１. 催しものの参加及び手伝い、支援をお願い

したい。

催名：秋の収穫祭＝秋楽祭（しゅうらくさい）

毎年この時期に開催しています。学

園最大のイベント。

日時：平成 29 年 11 月 12 日（日）

AM10:00 ～ PM1:00

社会奉仕委員会　鳥越　逸雄　委員長

参加人数：入園者、家族、職員、地元住民

合わせて 300 人程度

希望 1：焼きそばなどの模擬店をやって

ほしい。作業及び、材料費の支

援希望。

希望 2：祭りの最後に抽選会を行うので、

抽選会の景品の支援を希望。

宮崎東ロータリークラブの名称等は掲載し

てもかまわない。

抽選会の景品は企業名を出す。（放送等にて）

２. 書籍等の支援について。

是非支援をお願いしたい。宮崎東ロータ

リー文庫としてコーナーを設ける。

その他

　10 月 2 日ゲスト卓話に青島学園 蔵屋園長を

要請し、受諾して下さいました。

山口　登幸　幹事

プログラム委員会

松下　　実　委員長


