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本日は岡野会長が欠席の
為、私、遠田が会長挨拶を代
行させて頂きます。
実は4月から九州支店に転勤
になり、本日が最後の例会と
なりましたので、この場をお
借りし退会のご挨拶をさせて
頂きます。
前任の阿部の後、君津ロー
タリーに入会し丁度5年間、皆様とご一緒させて頂
きました。
私は、もともと北九州出身で1985年に君津に参
りました。君津に来て37年間ですが、ロータリー
に入る前は製鉄所関係のお付き合いばかりでした。
ロータリーに入り製鉄所外でお仕事をされている
方々と、色々お話させて頂く機会を持たせて頂きま
した事は、大変貴重な経験となりました。職業奉仕
で小中学校に行った事、甲府に訪問させて頂いた
事、赤いチャンチャンコを着せてもらった事、個人
的にゴルフをさせて頂いた事など、楽しい思い出を
沢山作る事ができました。これからは、宮本会員や
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永嶌会員の楽しいお話を聞く事ができませんし、黒
岩会員を始めとしゴルフに誘って頂いた方、ありが
とうございました。ゴルフの機会もなくなると思う
と大変残念です。また何といっても岡野会長、佐々
木幹事には何もお手伝いする事なく途中でいなく
なってしまう事、大変申し訳なく思っています。岡
野会長の華麗なステップは絶対に忘れません。
一方、九州にいる別府元会員や小川元会員からは
メールも頂きました。今日来られている河合さんが
会長をされている九州蘇鉄会にも入れて頂き、ゴル
フの予定も入りました。初めての単身赴任ですが楽
しくやっていけそうな気がします。
当社は65歳定年ですから、その間、千成餃子は
我慢しないといけませんが、最長であと3.5年する
と戻って参ります。また街で見かけましたら、お声
がけ頂ければと思います。本当にお世話になりまし
た。今後の君津ロータリーのますますのご発展をお
祈り致します。ありがとうございました。
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１．3月11日(金)に勝浦のブルーベリーヒルにて第
5・6・7グループ合同による、会員基盤向上セミ
ナーが開催されました。当クラブからは、10名
が出席しました。出席された会員の皆様お疲れ様
でした。
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２．3月12日(土)に会長エレクトセミナーがオンラ
インにて開催されました。当クラブからは、武
田会長エレクトが出席されました。お疲れ様でし
た。
３．3月13日(日)に第4回青少年交換オリエンテー
ションが、千葉市文化センターで開催されまし
た。当クラブからは、青少年奉仕委員会から秋元
政寛委員長、茂田副委員長、交換留学生の陶さん
が参加されました。お疲れ様でした。
同じく、3月13日(日)に米山奨学生修了式・歓送
会が三井ガーデンホテル千葉にて開催されまし
た。当クラブからは、カウンセラーの廣田会員、
ウニバト君が出席しました。お疲れ様でした。
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〈配布物〉
１．例会プログラム
２．卓話資料
３．会員基盤向上セミナーのプログラム
４．第5グループ通信(Vol.4)
〈報 告〉
１．例会変更のお知らせ
＜木更津RC＞
日時：3月17日(木)、4月28日(木) 休会
理由：定款第7条第1節(d)による
＜富津中央RC＞
日時：3月17日(木) 休会
理由：定款第7条第1節(d)(3)による
＜木更津東RC＞
日時：3月16日(水)、23日(水)
時間変更 点鐘12時
日時：3月30日(水) 休会
理由：定款第7条第1節(d)による
２．3月26日(日)、第2回会長エレクトセミナーが開催さ
れます。
場所：ホテル ザ・マンハッタン 2階
時間：受付 12時30分
点鐘13時
出席：武田会長エレクト
宜しくお願いします。

〈回 覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．4月11日(月)の移動例会の出欠について
４．50周年記念式典の出欠について
６．RYLAセミナー再募集のご案内

外部卓話
「光除菌はブルーデオ」
～君津RC50周年記念特別企画～
㈱フジコー 会長付顧問
河合 潤様
§１．光除菌技術とは？
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、高性能なハイブリッド光触媒を
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10年前より新たな光触
媒事業を開始した。「光触媒の高性能な除菌・消臭能
力」を「光除菌」と呼称している。今回、これらの高性
能な光触媒による光除菌技術をご紹介したい。
§２．光除菌はブルーデオ!
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)
を中心に光除菌技術のご紹介を行いたい。特に、優れ
た光除菌装置「ブルーデオ(BD)」シリーズ：家庭用の
小型機BD-S型(8畳相当)と新規販売を開始した中型機
BD-M型(20畳相当)の2つを中心にご説明する。
§３．光除菌商品の技術評価(第三者評価)
フジコーの光除菌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。

倉繁

裕

原田

健夫

福島

大介

川名

正志

§４．君津RC･50周年記念特別企画
今回、このようなフジコーの光除菌技術をご紹介す
ると共に、君津RC・50周年を記念してそのお祝いと日
頃のご愛顧に感謝を込めて、君津RC会員企業の社員･
従業員の皆さんへのフジコーの光除菌装置の特別販売
キャンペーンを企画しました。
上記の優れた光除菌装置「ブルーデオ(BD)」シリー
ズ：家庭用の小型機BD-S型(８畳相当)と中型機BD-M
型(20畳相当)の2つを特別限定価格にて皆さんにご提
供したいと思います。是非この機会にご購入頂き、
「光除菌のブルーデオ」をご賞味下さい。
フジコーからの君津RC･50周年記念特別企画のご提
案をもって卓話の「むすび」とさせて頂きます。
ご安全に！
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今日で最後の例会となりました。
あっという間の5年間でした。本当
にお世話になりました。君津ロータ
リー及び皆様のますますのご発展を
お祈り致します。
遠田さん、5年間ありがとうござい
ました。また君津に来たら遊びに
寄って下さい。河合様、池田様、卓
話ありがとうございました。
君津RCの皆さん、お久しぶりで
す。本日は卓話をさせて頂きます。
㈱マスクフジコーの池田と2名で参
加させて頂きました。どうぞ宜しく
お願いします。
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ロシアのウクライナ侵攻によって、
エネルギー資源、レアメタルなど各
産業分野の需給、サプライチェーン
に連鎖影響を及ぼす可能性があり、
長期化すると物価高騰の一方、各産
業の売上が増えない悪循環に陥るリ
スクも想定されます。侵攻を止める
世界のより強い連携が不可欠です
が、しばし目が離せません。
すっかり春の陽気となりましたね。
河合様、本日は外部卓話ありがとう
ございました。
遠田副会長、短い間でしたがお世話
になりました。新天地でのご活躍を
応援しています。
記念日の花束を頂きました。ありが
とうございました。
暖かくなってきましたね。コロナ感
染は少しずつ減少してきているよう
にも見えますので、感染対策を徹底
しつつ、これまで以上に活動を展開
していきたいと思います。綺麗なお
花を頂きました。ありがとうござい
ました。
河合大先輩、卓話ありがとうござい
ました。お元気なお姿を拝見し嬉し
く思います。2月は出席できず、本
日誕生祝いを頂戴致しました。あり
がとうございます。
河合様、卓話ありがとうございまし
た。
㈱フジコー河合様、㈱マスクフジ
コー池田様、ご来訪、卓話ありがと
うございました。
河合様、ご無沙汰しており申し訳ご
ざいません。本日は、卓話をありが
とうございました。引き続き、ロー
タリー活動を頑張ります。
河合様、お久しぶりです。本日は卓
話ありがとうございます。
皆様こんにちは。池田様、河合様、
ご来訪頂きありがとうございまし
た。遠田副会長、寂しくなります。
お身体にお気を付けて下さいね。
河合様、ご無沙汰です。本日は卓話
ありがとうございます。3/13米山
奨学生の修了式にウニバト君と出席
しました。カウンセラーと奨学生の
接触が少なかったせいか例年ほど涙
はありませんでした。
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遠田さん、大変お世話になりまし
た。お身体に十分にお気を付けて下
さい。これからもご活躍をお祈り申
し上げます。
遠田さん、色々とありがとうござい
ました。九州に行ってもご自愛専
一。
河合様、本日はありがとうございま
した。遠田副会長、大変お世話にな
りました。君津へ来られた際は、ま
た遊んで下さい。
河合様、卓話ありがとうございまし
た。非常に暖かくなってきました。
寒暖の差も出ていますので体調管理
にはお気を付けください。
ポカポカ陽気で身も心も軽くなりま
す。早く君津の春を堪能したいで
す。
ウルトラファインバブルのシャワー
ヘッドをとうとう取り付けました。
水の勢いは弱くなりましたが、早速
実感できました。まだまだ使用し始
めたばかりですが、楽しみに毎日
使っています。
河合様、本日は貴重な卓話をありが
とうございました。
周西小出前教室は中止になりました
が、本日担当の方が作ってくれた資
料を小学校へ持っていきます。子供
達が少しでも働く事に興味を持って
頂ければ幸いです。私も「南極と北
極の違い」頑張りました。
昨年秋ぐらいから、ゴルフの絶不調
が続き、もうダメかと悩んでいま
した。先週土曜日に日鉄のOB会で
80大超の大先輩が90歳否100歳迄プ
レーできるゴルフを再度練習し直
すと言われ大反省!一から出直しま
す。
河合様、貴重な卓話ありがとうござ
います。遠田さん、今まで大変お世
話になりました。
㈱フジコー 会長付顧問 河合先輩、
㈱マスクフジコー 関東営業部 課長
池田慶弘様、本日は君津RC例会へ
お越し頂きありがとうございます。
これからもロータリー活動を頑張り
ます!
河合様、貴重な卓話をありがとうご
ざいます。遠田会員、今までありが
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とうございました。遠田会員のこれ
からのご活躍を期待しております。
遠田副会長、大変お世話になりまし
た。これからも存分にお力を発揮さ
れますよう、お祈り申し上げます。
ありがとうございました。
久しぶりの出席です。コロナ陽性者
の濃厚接触者ではない接触者とな
り、声が出なくなってしまった時
は、私!大丈夫かなと自問自答しな
がらの日々でしたが、抗原キットで
は常に陰性でした。☆(10回)実施し
ました。竹内医院で大丈夫と言われ
たので安心しました。
遠田さん、お世話になりました。九
州でまたお会いできる時を期待しま
す。今後のご活躍とご多幸をお祈り
します。
遠田副会長、お世話になりありがと
うございました。河合様、ありがと
うございました。
いつもお弁当で大変お世話になって
おります!先日、ユーチューブを見
ていまして、今日はすごく良い日と
いう事で!!本日はお弁当のPRをさせ
て頂きます。新年度になります!!会
議など、お弁当のご用命がございま
したら宜しくお願い致します。
遠田副会長、お疲れ様でした。新天
地でのご活躍をご祈念しておりま
す。河合様、貴重な卓話ありがとう
ございました。
ウクライナ頑張れ。

「会員基盤向上セミナー ( 第 5・6・7 グループ合同開催 )」

