
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

9月 3日 32(7) 前々回 24 80.0 6  本田 石髙 森川 戸張 田辺 原田 

9月 10日 32(7) 前回 25 83.3 5  本田 森川 田辺 上田 原田 

9月 24日 32(7) 本日     

                        http://www.yamato-rc.org/ 

  スマイルBOX    本日  ¥6,000 累計 ¥152,000  

ソングリーダー 

  日付 時間 回数 プログラム内容 

    10月  1日（火） 12：30 2688  地区米山奨学卓話 

    10月  8日（火） 12：30 2689  第２回クラブフォーラム 「社会奉仕について」 

    10月 15日（火） 12：30 -  取り止め例会 

    10月19日～20日 - 2690  地区大会 

今 

後 

の 

情 

報 

社会奉仕委員会 相原聰委員長／豪雨による北九州

被害地への義援金協力依頼一口500円以上でお願い

致します。 

 

姉妹友好クラブ 伊藤健司委員長／花巻南ＲＣ表敬

訪問の件。11月14（木）、15日（金）予定。 

 

青少年交換学生カウンセラー 冨岡弘文会員／9月7

日に帰国学生報告会、解団式があり会長と私が出席し

ました。 

 

会員増強委員会 冨岡弘文委員長／9月24日例会前

の11時から第2回会員増強委員会を奥の部屋で行い

ます。これまでに挙がった候補者について話し合いた

いと思います。 

 

武田茂会員／花岡先生を偲んでについて 

報告 

指揮：川本龍成君 

◆会長 伊藤彦二会員、幹事 松川健治会員／本日の会長の

時間では硬い話をします。会員卓話では甘い美味しい話が有

ります。会長の話しに多少興味を持って頂ければと思います。 

◆佐々木和夫会員／本日は三浦さん、卓話楽しみにしていま

す。 

◆古木通夫会員／今日も36度！温暖化行き過ぎだあ～～ 

◆増正之会員／9月9日早朝より道路清掃、普段よ

り3倍～4倍の落ち葉、疲れました。 

◆冨岡弘文会員／世界中から、9人の留学生が無

事に帰国しました。全員が立派に成長していて、

おじさんは泣けました。 

司会 

SAA：籾山豊君 

クイズ：武田茂君 

お礼のことば：花岡淳子君 

スマイル担当：増正之君 

第 2686回 2019年 9 月 10日(火) 

司  会   /  SAA  籾山豊君 

斉  唱  / 我等の生業 

Ｓ.Ｌ.    /  川本龍成君 

ゲ ス ト   /  な  し 

ビジター   / な  し 
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例会場 / 北京飯店 ４Ｆ                     : 会    長 / 伊藤 彦二 幹 事 / 松川 健治 

例会日 / 毎週火曜日12時30分～13時30分      :  会長エレクト / 冨岡 弘文  副幹事 / 三浦 高義 

事務局 / 大和商工会議所内 TEL046-263-7926  ：  事務局 e-mail  / jimukyoku@yamato-rc.org 

【大和ロータリークラブ活動方針： 知り合いを増やし、奉仕の機会を広めよう】 

「はちみつの話」 

植松朗代会員 入会歓迎会 

会員卓話 三浦高義会員 

詳しくは、内面に！ 



 
 

 

 

 

「はちみつの話」 
三浦高義会員 

 

 

卓話の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 

みなさまのお手元にあります、ＡとＢと書かれたカップですが、そ

れぞれハチミツが入っています。どちらがどんなハチミツかはま

だ申し上げませんが、まずは味比べをしてみてください。ひとつ

は国産のアカシアハチミツです。もうひとつは、中国産のハチミ

ツにハチミツ以外の甘味料を混ぜてあるものです。品質も価格も

かけはなれたものでありますが、答えは後からわかりますので、

こちらのスクリーンをご覧ください。 

 

＜ハチミツができるまで＞ 

ハチミツは、ミツバチが作ります。そ

の工程を見ていきましょう。 

ミツバチは、このような蜜源で、巣

箱から飛び立ち、花の蜜を採りに

行きます。養蜂家は、蜜源の近く

に蜂のたくさん入った巣箱を設置

して、蜂に蜜を集めてもらうわけです。 

蜂は花に到着すると蜜を吸い、自分の胃袋に溜めて巣まで持ち

帰ります。持ち帰った花の蜜を、別の蜂

に口移しでリレーします。 

実は外に花の蜜を集めに行く蜂と、巣

の中ではちみつを貯める蜂は異なる蜂

で、役割が分かれています。前者を外

勤バチ、後者を内勤バチといいます。 

 

花の蜜の甘さは、お砂糖と同じ「ショ糖」

という形で蜜に含まれています。そのショ糖を、外勤バチが巣ま

で持ち帰る過程と、内勤バチがそれを受け取って巣に溜める過

程で、吸収されやすい形（ブドウ糖と果糖）に分解されます。 

そして蜂がどんどん巣に蜜をためていきますが、ハチミツという

のは、はじめからあんなに甘くはありません。 

 

花の蜜は、まだ糖度が40％程しかありません。それを、蜂が自身

の体の中を通して口から出し、空気

にあてて、また体の中を通して、を

繰り返し、ある程度水分を飛ばして

いきます。 

それを巣の中に貯め、さらに、羽を

羽ばたかせて蜜の水分を飛ばして

いきます。最終的に糖度が80％、

水分が20％くらいになるまで行いま

す。 

この状態で、蜂は巣にフタをします。 

これを、完熟ハチミツといいます。 

蜂が、自分で濃縮を繰り返して、自分の酵素で蜜の糖分を分解

して、水分が20%くらいになった頃を見計らって巣に蜜ブタをす

る。この状態で、本来の自然の恵みであるハチミツの完成となり

ます。 

 

ここからは、養蜂家の出番です。 

巣箱から、ハチミツで満たされた巣板を取り出します。そして蜜

ブタを外し、巣板を遠心分離器にかけます。遠心分離器にかけ

て取り出したハチミツには不純物も含まれますので、それをフィ

ルターで濾します。その後ビン詰めして、流通される、という流れ

です。これがハチミツの本来の生産・流通工程です。 

 

では本来ではないハチミツがあるのかというと、たくさんあるので

す。 

 

＜ハチミツのラベル表示の意味＞ 

●「純粋」「ピュア」という表示について 

ハチミツ以外のものを混ぜていない、という意味です。ただし、

高温での加熱処理がされていても、「純

粋」という表示はできます。 

 

●「百花蜜」について 

ハチが色々な種類の花から集めたハチ

ミツのことを百花蜜といいます。業界用

語では「雑蜜」といったりもします。百花

蜜は、その季節や土地の違いで、花の

種類の組み合わせもすべて異なります

ので、同じ「百花蜜」の表示でも、味はすべて異なります。 

 

●「単花蜜」について 

一方で、蜜源が広く広がっている場合は、ハチはその蜜源のお

花だけから蜜を集めようとする性質（訪花の一定性）があるので、

「すべてまたはほとんど」がその花の蜜となります。これを「単花

蜜」といいます。 

国産のアカシア、国産のレンゲ、ハンガリー産のアカシア、

等々、お花の名前が特定されて表示されています。 

ちなみに、冒頭で皆様に召し上がっていただいたＢの方が、国

産のアカシアはちみつになります。 

 

●マヌカハニーについて 

ニュージーランドで採れるマヌカの木の

はちみつです。マヌカハニーは抗菌力

や殺菌力が通常のはちみつよりはるか

に高いハチミツです。それで高価で取

引されています。 

その抗菌力を示す物差しにUMFという

基準やMGOという基準があります。その数値が高ければ、より抗

菌力が高い、ということになり、より高価になります。 

 

＜非加熱であることが重要＞ 

パッケージに「本商品は加熱しておりませんので・・・」と記載があ

る場合があります。 

私が本日お伝えしたいのは、この点です。加熱をしているかして

いないか、ということが品質の大きな差になります。 

例えば、こちらのはちみつをご覧ください。純粋はちみつ、と表

示されています。普通のはちみつと思うと思います。 

このはちみつ、250ｇですがいくらだと思いますか？なんと150円

です。びっくりですよね。国産のハチミツでしたら、通常2,000円

くらいします。裏面を見ると、中国産と書かれています。 

なぜこんなに安いかというと、その理由に加熱処理があります。 

ハチは夕方に巣に戻ってきます。この時点で、まだ蜜の水分は

60％くらいあります。 

それを、羽を羽ばたかせて、夜通し水分を飛ばす係がいます。

朝方までに、水分は20％ほどまで濃縮されます。 

これを、早朝に養蜂家が収穫するのが本来の採蜜です。 

ところが少しでも安く作ろうと思うと、この水分を飛ばす過程を、

人間が行います。 

大和ロータリークラブ週報 

会員卓話 

会長の時間 

幹事報告 

夕方の時点のまだシャバシャバな蜜を収穫し、高温で加熱して

水分を飛ばすのです。これを「夕絞り」といいます。 

中国産のハチミツはほぼこの方法と言われています。（もちろん

真面目な養蜂業者も中国にいます） 

ハチミツは、ビタミンやミネラル、酵素等の微量栄養素を含んで

います。これが良さの一つです。 

かつ、花の違いによる味や風味も、ハチミツを味わう要素のひと

つです。 

ところが高温で加熱をすると、味も風味も飛んでしまい、かつ、

微量栄養素や酵素はその働きを失ってしまいます。 

加熱する理由は、まだあります。 

フィルターで濾す作業の時に、加熱してサラサラの状態にした

方が、濾す時間を短縮できます。だから加熱が行われます。 

また、海外から輸入する場合、ドラム缶で輸入するケースが多い

のですが、この中で固まった状態になっている場合があります。 

国内でビン詰めする際に、加熱して溶かしてからビン詰めしま

す。それで加熱する、ということがあります。 

このように、我々の知らないところでハチミツは加熱されているこ

とが多いです。その都度、本来の風味や栄養素を失う、というこ

とになります。 

 

＜ハチミツとのブレンド品もある＞ 

「加糖はちみつ」として売られているハチミツがあります。安いで

す。60％以上はハチミツを含み、あとは果糖ブドウ糖液糖等の

甘味をブレンドしたものです。 

パッケージのイメージははちみつですので、知識のない方は、

「はちみつだ、安い！」と買ってしまう方も多いと思います。実は

こちらが、冒頭で試食していただいたＡの方です。 

 

＜はちみつの結晶化について＞ 

ハチミツが固まるの

は、品質の良し悪しで

はありません。 

その蜜の性質によりま

す。ハチミツの糖分

は、ブドウ糖と果糖で

すが、「レンゲ」や「菜

の花」など、ブドウ糖

の比率が大きいハチ

ミツほど、固まりやす

いです。 

固まりにくい代表のハチミツはアカシアです。 

ところが、アカシアと表示していながら固まっているものがあるの

で要注意です。 

これは表示に問題があるかもしれません。 

 

＜最後に＞ 

以上のように、本来はちみつの生産工程には、加熱の工程は入

りません。 

ところが安く生産するために加熱処理を行う場合があり、それも

価格差の大きな理由になっているということを認識していただけ

ればと思います。 

そしてハチミツは一例であり、食品の世界ではお米でも、味噌で

も、しょうゆでも、すべてこのような現実が存在します。 

最終的に何を選択するのかは一人一人の自由ですが、まずは

現実を認識していただきたい、ということで今日のハチミツの話

をさせていただきました。 

ご清聴いただき、ありがとうございました。 

 

 

本日は周期表の話を致します。 

私たちは中学・高校の時代に周期表を習

いました。それから数十年の歳月が流れ、

忘れた方もおられると思います。 

周期表は物質構成する基本単位である元

素をそれぞれが持つ物理的又は科学的

性質が似たもの同士並ぶように決められた

規則（周期律）に従って配列した表です。

「周期律表」又は「元素周期表」とも呼ばれ

ています。この世界は様々な元素からなり

全部で118種。軽いものから重いものへ順

に並べてあります。ロシアの学者ドミトリ・メンデレーエフが1869年に

発表した周期表が原型と言われています。並べ方に工夫があり、順

に見ていくと定期的に似た性質を持つ元素が現れ、これが列になる

よう整えました。すると当時は見つかっていなかった元素の存在も予

言できました。例えばゲルマニウムは最初の表では空欄だったので

す。予言成功で脚光を浴びたこの表の発表から150年の今年（2019

年）は「国際周期表年」です。各地で多彩なイベントが開催されてい

ます。 

水素、リチウム…エネルギー分野でよくみます。セシウムは原発事故

で飛散しました。リチウムは充電池に使われるがコストが高い。水素

は注目の次世代エネルギーです。 

【報告】 

・9月17日は取止め例会です 

  

【ポスティング】 

・次第  ・週報  ・卓話資料                                                                                                                 

 

【回覧】     

・Facebook/YouTube配信のご報告と御協

力のお願い 

・レンブラントホテル海老名よりご案内 

 

私は、医療精密機器に使われるゲルマニュウムを切断・加工した経

験があります。Ｘ線で解析し、角度を出してハンドラップでその角度

で正確に加工する。ゲルマニュウム事態は黒くグリンカボランダムで

加工すると手が真黒くなり、一週間は黒さが落ちなかった経験があり

ます。 

地球上で天然から見つけた元素・人工的に造られた元素、私たちの体の中

にも元素は存在し、需要な役目をしています。生命維持をしてくれているの
も元素、一方で悲劇を作ってしまうのも元素であります。 

「国際周期表年」150年の今年、皆様少し興味を持っていただけたらと思いま

す。 

 


