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開 始 点 鐘 永嶌 嘉嗣会長
国 家 斉 唱 君が代
Ｒ ソ ン グ 奉仕の理想
お 客 様 河合 潤（元会員）
（㈱フジコー会長付顧問）
〃
池田 慶弘
（㈱マスクフジコー関東営業部）
四 つのテスト 荒井潤一郎会員
【 出 席 報 告 】 免除者４名 休会０名
例会数 会員数 対象者 出席 欠席 出席率
2070

57

54

36

18

66.66 ％

2069

58

55

40

15

72.73 ％

メークアップ0名

72.73 ％

前々回の修正

（敬称略）
会長挨拶及び報告

永嶌嘉嗣会長
当クラブでは主な奉仕活動として花植え、出前教
室、枝豆収穫祭を行ってきました。来年1月に行わ
れるインターシティミーティングにおいてトピック
スとしてこれらの活動を発表するために先日ロータ
リー事務所で過去の活動について調べてみました。
花植えは昭和62年秋元パストガバナーが社会奉
仕委員長の時に始まったようです。9月に「緑と人
の関わり合い」というシンポジウムが開かれ、講師
には東京農工大学名誉教授川名明先生をお迎えした
ようです。川名先生は小櫃出身で東京大学を卒業後
に東大演習林で助手として勤められた方です。これ
がきっかけとなり秋にはロータリアン自らの手で国
道16号線沿いに菜の花の種がまかれました。見事
な菜の花街道の写真が何枚かありますので回覧しま
す。その後コスモスもまかれたようですが、雑草に
負けてしまいあまり出来栄えは良くなかったようで
す。その後2006年からはロータリアン自らによる
駅前花壇の花植えが始まりました。2010年からは
現在の形で地元中学生との共同作業で行われてきま
した。何枚かの写真を回覧します。
枝豆収穫祭は2010年10月から始まりました。当
時の記録では参加者は15家族60名と、ロータリア
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ン、会長幹事以下12名でした。朝8時に商工会より
テント3張り、テーブル、イス等を借用、現地で組
み立てたようです。各家族ポリバケツ2～3杯の収
穫をされ、昼食はおにぎりと豚汁であったようで
す。これは現在までほぼそのままの形で継続してお
ります。写真を何枚か回覧します。被災地から当地
区に避難されている方々もお呼びして、小糸在来種
の美味しい枝豆を楽しんでいます。
出前教室は2005年7月に周西中学校で初めて行わ
れたようです。その後八重原中学校、周西小学校で
も始まり、会員の皆様のご協力により現在まで継続
しています。各会社が得意分野を子供たちに披露
し、あるいは得意技を実演します。当初は多少の戸
惑いもあったようですが、記録では楽しそうなロー
タリアンと生き生きとした子供たちの様子がうかが
われます。写真を何枚か回覧します。以上本日の会
長挨拶とさせていただきます。ベテランの会員の方
で異なる記憶のある方はお教えくださるようお願い
致します。
報
告
１．11月28日にオークラアカデミアパークホテル
にて木更津東ＲＣ主催のオープン例会開催。
出席者：吉野ガバナー補佐、岡野幹事、佐々木委員
出席された皆様、お疲れ様でした。
２．国際ロータリー第2790地区、橋岡ガバナーよ
り鈴木会員へ委嘱状
「公益財団法人ロータリー米山記念奨学生選考の
面接官」に委嘱
幹

事

報

告
岡野

祐幹事

１．例会変更のお知らせ
＜富津中央ＲＣ＞
①12月20日（木）点鐘：18時 内容：親睦家族例会
②12月27日（木）休会（定款第8条第1節Ｃ項による）
③1月3日（木）休会（定款第8条第1節Ｃ項による）
＜富津シティＲＣ＞
①12月12日（水）点鐘：18時 内容：忘年夜間例会
場所：ひろ寿司
②12月26日（水）休会（定款第8条第1節Ｃ項による）
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③1月2日（水）休会（定款第8条第1節Ｃ項による）
④1月16日（水）点鐘：18時 内容：チャリティ家族例会
２．12月3日19時より東京神宮ＲＣクリスマスパーティー開催
場 所：エコファームカフェ632
出席者：川名会員夫妻
３．第3回第5グループ会長・幹事会が開催
日 時：12月6日（木）18時～
場 所：ホテル千成
出席者：吉野ガバナー補佐・廣田グループ幹事・
永嶌会長・岡野幹事
会員増強委員会より、内山委員長・武田委員
４．＜次回例会にて＞
①年次総会開催
指名委員会より選出された次年度理事役員の承認
②クラブ協議会開催
各委員会の委員長より上期活動報告を発表
５．12月10日の例会終了後、13時30分より新理事
会を開催
総会にて承認された次年度理事・役員の方は、出
席よろしくお願い致します。
〈回 覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第５グループ週報
３．君津ＲＣ奉仕活動の写真
４．会員家族親睦忘年例会の案内
５．第５グループ第７回親睦麻雀大会の案内
６．鋸南ＲＣ清水様よりお礼状＆写真
７．ザ・ロータリアン（英語版）
〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ガバナー月信（12月号）
委 員 会 報 告
親 睦 委 員 会
12月の誕生祝・私の記念日
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プ ロ グ ラ ム
卓話「「富士の美風」～光触媒空間浄化技術」
㈱フジコー 会長付顧問
河合 潤様
§１．光触媒技術とは？
光触媒とは、光(紫外線)を
浴びることで触媒作用を発揮
し、ウィルスや細菌, 化学物
質や臭いなどを酸化分解する
物質である。50年程前に日本
で発見･開発された画期的技術
(素材)であるが、その応用技術
が難しく、多くの企業が開発
に取り組んだが余り実用化されていない。
㈱フジコーは長年の鉄鋼関係事業で培った溶射技
術を有しており、この技術を光触媒に活用すること
を大学と共に共同開発し、高性能なﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ光触媒
を独自の溶射技術により皮膜化に成功した。 その
結果、高い殺菌効果の得られる「フジコーの光触媒
技術」が確立され、この実用化により約7年前より
新たな光触媒事業を開始した。
「フジコーの光触媒＝MaSSC(マスク)」と呼
称しているが、これは「Material with Strong
Sterilization Capability (強い殺菌能力を発揮する
材料)」の頭文字を並べた略称である。
今回、これらの高性能な光触媒による空間浄化技
術の実情をご紹介したい。
§２．光触媒商品のご紹介
フジコーが事業化した光触媒商品は、主として、
高性能マスクシールドフィルターと光源を内蔵した
「空気消臭除菌装置（マスククリーン）」と、床タ
イルに高性能光触媒を溶射した「マスクシールド･
タイル（床タイル建材）」の2種類がある。
今回は、この内、空気消臭除菌装置(マスクク
リーン)を中心に光触媒技術のご紹介を行いたいと
思う。フジコーではこの空気消臭除菌装置を「富士
の美風」シリーズとして家庭用から業務用、産業用
として販売しているが、フジコー(旧社名は｢富士工
業所｣)の｢富士｣と その爽やかな｢美風(清涼風)」か
らイメージした呼称である。

商品ラインナップと共に、これらの消臭･除菌効
果の技術データも紹介し、その効果の実証実験結果
も紹介した。
§３．光触媒商品の技術評価（第三者評価）
フジコーの光触媒技術が第三者機関によって高い
評価が得られていることの証しとして、今回、幾つ
かの技術評価の事例を紹介した。
①日本ものづくり大賞の受賞：経済産業省の実施し
ている「ものづくり日本大賞」を過去2度に亘り
「経済産業大臣賞・特別賞」を受賞している。
②日本アトピー協会の認定：アトピー協会の厳しい
審査と実証試験により、平成27年に空気清浄機
分野として「日本初のアトピー協会推薦品」の認
定を取得している。
③JAXAとの共同開発：フジコーとJAXA(日本宇宙
航空研究開発機構)は、光触媒を用いた宇宙船内
の脱臭･除菌する技術を現在、共同研究していま
す。
④G7エネルギー大臣記念品：平成28年に北九州
で開催されたG7エネルギー大臣会議の記念品と
してフジコーの空気消臭除菌装置（MC-V2家庭
用）が選定・採用されました。
§４．君津RC殿へのご提案
今回、このような光触媒による空間浄化技術をご
紹介すると共に、君津RCの関連企業において「執
務室の清浄化」「職場における脱臭･殺菌ニーズ」
「家庭や学校保育における未来を支える子供達の健
康安全を守ること」などへの適用として特別協力ｷｬ
ﾝﾍﾟｰﾝの展開を行いたい旨のフジコーからのご提案
をもって卓話の「むすび」とさせて頂きます。
どうぞ「富士の美風」をご賞味下さい。
ニコニコＢＯＸ
永嶌 嘉嗣
インターシティミーティングの予行
演習をさせて頂きました。
岡野
祐
いよいよ本年も一ケ月を切りまし
た。皆様、体調にお気をつけ頂き、
頑張っていきましょう！
倉繁
裕
12月に入って、年末年始の気忙し
い時 期に入りました。昼 、夜スケ
ジュールがタイトになる中、12月初
旬は比較的気温が高そうとのことで
すが、体調変化を発生させないよう
に留意します。皆様もご自愛下さい。
私の記念日、ありがとうございました。
内山貴美子
いよいよ12月に入ってしまいまし
た。今年もあと１ケ月です。12月
10日から交通安全週間です。皆さ

ん、事故のないように気をつけま
しょう！
河合
潤様（㈱フジコー会長付顧問）
君津RCの皆さまこんにちは。本日
卓話をさせて頂きます。よろしくお
願い致します。本日は私と㈱マス
ク・フジコー関東営業の池田と２名
で参加させて頂きます。久しぶりに
君津ロータリーの皆さまにお会いで
きて大変光栄です。よろしくお願い
します。ありがとうございました。
佐々木昭博
先週、木更津東RCのオープン例会
にメークアップして来ました。当ク
ラブに負けない位に活気あるクラブ
だと感じました。例会の進行など良
い部分は参考にして行きたいと思い
ます。
福田 順也
12月に入りました。仕事に、ロータ
リー活動共にがんばります。
時下 俊一
気がついたらもう12月です。年内に
片付けなければならないことが、山
の様にたまっていて何時もながらゆ
ううつな年の瀬を迎えます。
宮本 茂一
河合さん、久しぶりです！！元気なご
尊顔を拝しこちらも元気を頂きまし
た。ありがとうございます。
廣田 二郎
河合様、久し振りです。卓話ありが
とうございました。
谷
浩司
いよいよ師走となりました。10月、
11月とあわただしくなってきて12
月もよりあわただしくなりそうです
が、一つ一つしっかりとこなして新
年を良い形で迎えられるようにした
いと思います。
猪瀬
浩
12月に入り、今年もあと１ケ月で終
わりです。忙しない時期となりまし
たので体調と事故等に気をつけてい
きたいと思います。
西山
肇
河合様、卓話ありがとうございま
す。12月になってしまいました。１
年たつのが本当に早く感じます。
黒岩 靖之
誕生祝い、ありがとうございました。
赤星 哲也
今年も後１ケ月、無事故無災害で頑
張りましょう。
大住 昌弘
昨日、茨城の百里基地の航空祭に
行って来ました。豪快な爆音ととも
に繰り広げられるＦ４の編隊飛行や
来年引退予定のファントムのアクロ
バティックな戦闘飛行は圧巻でし
た。ただ、トイレの長い行列で１時
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間待ちには参りました。
記念日のお花届きました。ありがと
うございます。毎年うれしい気分に
なります。
誕生祝い、ありがとうございました。
もう師走です。私も走ってます。
先日、主人が60才の誕生日をむか
え、家族が私達夫婦の還暦の祝の宴
を開いてくれました。赤いチャン
チャンコ今年４回目でした。家族が
一同に集っての食事は楽しかったで
す。でも、年を感じます。本日、赤
星氏より少し年取ったねと言われて
しまいましたが、若いつもりでも60
才。鏡に写る自分の顔がふけてま
す。嫌ですね。
今年も残り１ケ月。体調に留意しな
がら頑張っていきたいと思います。
河合様、貴重な卓話ありがとうござ
いました。
本日は誕生祝いをいただきありがと
うございます。いよいよ年末月を迎
えました。何事にも気を引き締めて
参ります。
河合先輩、本日はありがとうござい
ました。本日の卓話が社会貢献と世
界平和につながると信じています。
これからもロータリー活動を頑張り
ます。
P.S.今日から毎週月曜日21時55分
より千葉テレビでトレナビ応援団
C-Styleが行く！がスタートします。
お時間がある方はぜひご覧下さい。
昨晩は、いい雨が降りましたね。放
射冷却を防ぎ、花だんのお花も元気
になり、インフルエンザも減って、
しかも昼の仕事に支障を与えない。
恵みの夜雨に感謝します。
四つのテストを唱和させて頂きまし
た。実行できる様に今後も精進して
参ります。
㈱フジコー河合会長付顧問ようこそ
君津RCへおいで頂きありがとうご
ざいます。面白そうな光触媒による
浄化技術の卓話ありがとうございま
した。
先週、うちのかみさんは一生懸命働
いている私をおいて友達と旅行に行
きました。が、体調をくずしホテル
でずっと寝ていたそうです。神様は

内山

雅博

いるんだなぁ…。
昨日は妻の誕生日でしたので家族３
人でお祝いしました！我が家はまだ
家族３人、仲がいいみたいです。

