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■■■ 例会プログラム ■■■  

例会日 卓話者 演題 

9月27日 
㈱ ＪＣＲ 関西営業部 

次 長  本田 二郎  様 

身近な環境問題に於ける

オゾンの有用性 

10月 ４日 隊友会  桑 原 寿 之  様 隊友会について 

10月11日 
内水面浅海部 部長 勢村 均 様

斐伊川沿岸農業水利事業所 

的場 幸男 様・河田健太郎 様

ウォーキング例会 
平田船川汐止堰について 

■■■ 出席報告 ■■■  

会員数 出席者数 欠席者数 出席率 前回補正出席率

38   33 5 (2) 91.67 % 88.57 % 

■■■ 欠席者 ■■■  

黒田／木村／園山 （山根／牧野）  

■■■ 来訪者 ■■■  

な し 

■■■ メークアップ ■■■  

な し  
*************************************************** 

■■■ 次回例会受付当番 ■■■  

（10月 11日） 小汀泰之／田中久雄／恒松克己  

（10月 18日） 持田祐輔／内田節夫／山根章一  

■■■ 近隣クラブ例会情報 （メークアップを考えましょう） ■■■  
   （出雲）                     （松江） 赤文字 例会変更  

月 
出雲中央 10/15  12/10   

10/29・12/31・2/25 (休) 
松江南   

火 
出雲  10/23  12/11  

10/9・12/25・1/1（休） 
松江しんじ湖   

水 大社 10/3  10/17   10/31(休) 松江        

木  松江東   

金 出雲南  9/28  10/12   

■■■ 副会長挨拶 ～ 飯塚大幸 副会長 ■■■  

本日は、黒田会長がご出張のため欠席ですので、副会長の私が代行を

させていただきます。 

職業柄、鐘を打つのはなれておりますが、今日は初めて点鐘を打ちました

が、緊張して思わず合掌をしそうになりました。 

来年は、平田ロータリークラブ創立４０周年です。我がクラブは、1974年 

5月30日に出雲南RCをスポンサーとして創立し、翌6月15日にRI加

盟を承認されました。４０周年を目前にし、会員増強という大きな目標が

ありますが、もう一つ、ロータリーの魅力とは何か、自分たち自身にもう一

度見つめなおして置きたいと思います。ひと言で語れるロータリーの魅力を

明確にすることで、会員増強にも、自分自身のロータリーに対する関わり

方にも深みが出て来ると思います。 

私は、副会長として黒田会長を支え、来年の４０周年をしっかりと迎えるこ

とができるように精進して参ります。 

現在、特に領土領海の問題が大変大きく取り上げられております。私たち

日本国民の主張を、わかりやすくはっきりと語れる、ひと言で自分の主張を

明確にできる外交が、つくづく必要と感じます。どの政党が政権を担うにし

ても、はっきりとものを言い、しっかりと国を守っていただきたいと痛感してお

ります。本日はよろしくお願いいたします。 

■■■ 幹事報告 ■■■  

１． 例会変更 

大社ＲＣ  10/17（水）  職場訪問例会  

㈱ アイエムコーポレーション 

      ビジター受付 11：30～12：30 事務局 

２． 第4グループ ガバナー補佐 西尾崇様より 公式イメージと認知度

向上「キラリ☆一番星アワード」受賞者決定報告 

第4グループからノミネートの「マリーンブルー」（大社ＲＣ）が最終

審査の結果 金賞を受賞 

■■■ スマイル ■■■  

黒田 （本日は東京で全国税理士会の大会に県代表で出席のため

欠席します。 お客様の本田様、藤井様ようこそ！） 

釜屋 （本田次長様、藤井主幹様ようこそ。本日はスピーチよろしくお

願い致します。） 

内田 （ＪＣＲ藤井様、本田様 本日はようこそいらっしゃいました。 

9/13 スピーチ頂いた吾郷先生からメッセージが届きましたの 

で披露します。） 

飯塚大 （ＪＣＲ藤井様、本田様本日はお話を宜しくお願い致します 

黒田会長ご出張の為、会長代行を初勤めさせて頂きます） 

園   （9月 30日（日）木綿街道にてシャンソン・ライブ，コンサーを 

東京や大阪より招平し、開催します。よろしくお願いします。） 

河原 （モンゴルに行って来ました。 楽しい旅でした。） 

田中浩 （今日は早退、次週は欠席致します。申し訳ありません。） 

■■■ スピーチ・例会行事 ■■■  

「身近な環境問題に於けるオゾンの有用性」  

㈱ＪＣＲ 関西営業部 次長  本田 二郎  様 

まず、㈱ＪＲＣとは、株式会社 IHI(旧社

名：石川島播磨重工業株式会社)及び IHI

グループと業務提携をし、主として IHIグルー

プが製造する 21 世紀の環境機器「オゾン除菌

脱臭装置」及び「オゾン水生成機」の企画、販

売、技術サービスの業務全般を行い、快適な

環境づくりを志している会社です。 

各ロータリークラブをまわっておられます。

昨今の環境問題そしてオゾン層の問題、

原発（放射能）の問題、産業廃棄物（大

気汚染、水質汚染）の問題などがあり、そ

の中でもウィルス感染対策、脱臭対策に取り組んでおられます。このことに

有効なのがオゾンだそうです。 

オゾンは、オゾン層の問題でとりあげあれていますが、上空20ｋｍのオゾ

ン層は、太陽からの有害紫外線をカットする役目があります。オゾンは、 

Ｏ２（酸素） ＋ Ｏ（酸素原子単体） → Ｏ３（オゾン） 

になったとても、不安定な状態のものだそうです。そしてすぐに、Ｏ２とＯに

分かれ、Ｏ２は酸素として安定し、Ｏは、なにかと結合しようとします。 

その時に、菌などと結合して細胞を破壊してしまう性質があり、これが感

染対策や、脱臭対策に非常に有効に働くということです。このオゾンの発

生装置、オゾンを含んだ水、オゾン水の発生装置を販売していらっしゃい

ます。現在は、病院や、ホテルなどで利用されているということでした。 

 


