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◆点　　鐘　　12：30

◆Ｒ　　Ｓ　　別府中央Ｒ.Ｃ.の歌

◆唱 歌　　ふるさと

会長の時間	 会長　西馬　良和

　今日は新年最初の正式な例会です。
　改めまして、新年おめでとうございます。
　今年は津末美代子さん突然の訃報から始まり、
先日お別れ会がありましたが、未だに心痛から立
ち直れない方も多いと思います。私自身も人生と
は何かを考える日々が続いております。いずれは
誰もが死という瞬間を迎えます。そのことを肝に
銘じて、今年はより一層、一瞬一瞬を大切にして、
皆様と共有する時間も大切にしていきたいと思っ
ておりますので、本年もどうぞよろしくお願い申
し上げます。

幹 事 報 告	 梶原　和朗

―職業奉仕月間―

１．本日の卓話
「大分の子どもに科学の世界を！

家庭でできるワクワク実験」
わくわく実験室ふぁみらぼ　
代表　廣瀬 菜美子 氏

２．本日のゲスト
廣
ひろ

瀬
せ

菜
な

美
み

子
こ

 氏
（わくわく実験室ふぁみらぼ　代表）

・メイクアップ
　　事前　近藤（別府北）
　　事後　
　　欠席　秋吉、中尾、佐藤、竹下
　　理事会承認　
　　出席免除　溝部、河村
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◆出席報告　　　　　　　　　　　平野　教康
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３．2020-2021年度会長エレクト研修セミナー
（PETS）開催のご案内
日　時：令和２年
　　　　２月29日（土）13：00～
　　　　　　　　　　　18：30～懇親会
　　　　３月１日（日）９：00～12：00
場　所：熊本ホテルキャッスル
出席者：会長エレクト
登録料：セミナー2,000円　懇親会8,000円

４．１月19日（日）７：40～大分サニーヒルゴル
フ倶楽部に於いて「第７回別府中央ロータ
リークラブゴルフコンペ」を開催致しました。
優　勝：梶原和朗会員
準優勝：梶原茂樹会員
３　位：亀井　孝会員
参加者　西馬良和会長、平野教康、平野教康、

梶原和朗、梶原茂樹、亀井　孝、森
園伸也、佐々木久宜　各会員　後藤
雄二氏（ゲスト）

５．１月20日（月）13：30～三洋産業に於いて「大
分第３グループ（６ＲＣ）会長・幹事会」が
開催されました。終了後引き続き～「別府市
内４ＲＣ会長・幹事会」が開催されました。
出席者：西馬良和会長、梶原和朗幹事

６．お祝い
会員誕生日　平野　英壽会員（１月25日）

※記念品をお渡し致します。
配偶者誕生日　秋吉　美佐さん（１月27日）

　　　　　　　　　

７．例会変更のお知らせ
別府東ＲＣ　１月23日（木）の例会は、例会場

の都合の為、同日12：30～ホテル
サンバリーアネックスに場所変更

別府東ＲＣ　１月30日（木）の例会は、会員お
祝い会の為、同日18：30～ホテル
サンバリーアネックスに時間・場
所変更

大分中央ＲＣ　２月４日（火）の例会はクラブ内
研修の為、同日12：30～四季へ場
所変更

８．次回例会の予定（２月４日（火））
「ネットビジネス・マーケティングの最前線
～起業１年目から１億円以上の売上とその手腕～」
安部眞一郎会員　
※週報用の原稿を事務局へお渡しください。

９．本日の回覧
① くにさきＲＣ　週報
② 交換学生マンスリーレポート
③ 「２月例会」出・欠席
④ 「別府中央ＲＣ親睦ゴルフコンペ」出・欠

席

10．本日の配布
① ロータリーの友１月号

スマイルボックス	 委員長　森園　伸也

西馬会長○
　皆様、改めまして新年おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
　さて、今日の卓話は僕の高校時代の同級生の
広瀬菜美子さんです。とても楽しみにしていま
す。どうぞよろしくお願いします。
村津会員○
　先週末、津末美代子会員の「お別れ会」には、
森会員に代参していただきました。
　深く御冥福をお祈り申し上げます。
森会員○
　津末さんの御冥福を祈ります。日毎に淋しさ
が募ります。
平野○ （教）会員
　津末美代子様の生涯ロータリアンを貫いた事
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に対し、敬意を込めてスマイル！
梅津会員○
　さびしくなりましたが、皆さん頑張りましょ
う。
梶原○ （茂）会員
　１月７日ゆめさきにて開催の新年会のクイズ
大会で優勝させてもらいましたのでスマイルし
ます。
梶原○ （和）会員
　祝優勝スマイル。
森園会員○
　先日の19日ではありませんが、今年の初打ち
で自己ベストを１打更新しました。スマイル！
平野○ （英）会員
　例会日にはいつも有った真っ赤なベンツは今
日はありません。

卓　　話	

「大分の子どもに科学の世界を！
家庭でできるワクワク実験」

わくわく実験室ふぁみらぼ　代表　廣瀬	菜美子	氏

　改めまして、こんにちは。
　『わくわく実験室ふぁみらぼ』という幼児・小
学生のための科学あそび教室を主宰している廣瀬
菜美子と申します。
　本日は、高校の同級生である会長の西馬君から
依頼されましたが、このような場で、しかも経営
者の皆様の前でお話をするのは初めてですので、
至らない点もあるかと思いますが、どうぞよろし
くお願いいたします。

１、自己紹介
　はじめに少し長くなりますが、私の自己紹介を
させていただきたいと思います。
　年齢は西馬会長と同級生ということで、もうお
分かりかと存じます。
　幼いころから体を動かすことが大好きで、クラ
シックバレエは14年間習い、中学高校では並行し
て新体操部で汗を流していました。
　この高校生活では私にとって人生で最初の転機
が訪れましたが、実は西馬君のおかげでもあります。

　高校２年で生徒会の体育大会副実行委員長を務

めることになり、その時の委員長が西馬君でした
が、本当に仕事をしてくれませんでした。
　当時はパソコンなどなく唯一のワープロも使い
こなせなかったので、１学年400人以上いる生徒
の徒競走名簿は手書きしましたし、進行表の作成
や準備物の確認など、連日遅くまで残り作業して
いました。
　体育大会当日は西馬君の見事なあいさつで始ま
り、無事成功し、達成感を得られましたが、反省
点も多く、もっときちんと企画運営を勉強してみ
たい、スポーツイベントに関わりたいと思い、そ
の頃珍しかった千葉の順天堂大学スポーツ健康科
学部のスポーツマネジメント学科へ進学しまし
た。
　西馬君が真面目に手伝ってくれていたら、私の
進路は全く違っていたでしょうね。

　大学では勉強以外にも何か新しくスポーツを始
めたいと思っていたところ、先輩の「大学生から
でも始められる」という誘いでトライアスロン部
に入部しました。　　　
　主に1.5キロ泳いで、40キロ自転車をこいで、
最後に10キロ走るのを続けて行う競技です。
　大学生の若さと勢いで、髪はベリーショートで
真っ黒に日焼けして、大学構内を水着で走り回っ
ていました。　　
　大学３年からは学生連合の役員も務め、関東学
連の大会やインカレの主催者側も経験しました。
そして就職活動に入るのですが、またここで転機
が訪れました。

　４年生になるころ、自転車競技の女子実業団
チームを日本で初めて結成するのでそのメンバー
に入らないか、と誘いを受け、１年間なら、とい
うことで、ロードレースや競輪場で行うトラック
競技に月１回ほど参加をし始めました。　　
　短距離のほうが得意だったので、トラック競技
の500ｍタイムトライアルという種目では入賞す
るなど初心者にしてはそこそこの成績を収めてい
ました。　
　ところがある夏の試合の表彰式後、その時の女
子１位選手が少し離れた私に明らかに聞こえるよ
うに「私、あの子に負けたら選手やめるわ～」と
笑って言っていたのです。
　今でもその時の光景は脳裏に焼き付いています。
　当時の私は「あ～そのとおりだよなぁ、私なん
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て全然だめし」と受け流していました。　
　その後トライアスロンのインカレスポンサー企
業に内定をいただきましたが、秋から冬に季節が
移るにつれ、「このままでいいのか、言われたまま、
笑われたままで自転車競技を終わって本当にいい
のか」ともやもやした気持ちで自問自答していま
した。
　「やっぱり負けたままじゃ終われない、絶対に
勝って見返してやる」と闘争心に火がつき、内定
を辞退。
　当時の監督のつてを頼り、元競輪選手に弟子入
りし、昼間は自転車屋でアルバイト、早朝夕方は
競輪選手を目指す高校生たちと一緒に競輪場で練
習する日々を始めました。　　　
　先ほどの選手には春の最初の試合であっさりと
勝ちましたが、自分のやりたいことを全力で納得
のいくまでやりたい、と思い約２年奮闘しました。
　　
　結果として、実業団では１位、全日本選手権は
３位の成績が限界で、アジア大会の切符を逃した
ところで大分へ戻ってきました。　　

　大分へ帰ってきてからは、自転車は趣味程度
にして、自動車免許を取った３か月後に輸入車
ディーラーへ入社し、接客や営業事務を行ってい
ました。
　車には詳しくありませんでしたが、社内イベン
トや飲み会を企画するのがやっぱり楽しかったです。
　私が一番タフだから、ということで１年間、そ
の頃は企業推薦だった大分市のキャンペーンレ
ディを務めたりもしました。　
　６年働いたあと、結婚を機に30歳で退社しまし
た。夫は現在福岡におり、子どもは４人、小学６
年、４年、１年の娘と１歳５か月の男の子の育児
に奮闘しております。　　

２、『ふぁみらぼ』の誕生
　さて、本日の演題は『大分の子どもに科学の世
界を！家庭でできるわくわく実験』ということで
すが、なぜ文系体育会系の私が、科学あそびの『わ
くわく実験室ふぁみらぼ』を立ち上げたのか、そ
のきっかけは我が子でした。
　長女が幼稚園年長の夏、習い事の帰りにたまた
ま専門学校主催の『宇宙展』に行き、
ＪＡＸＡも共催している本格的な展示や実験に、
見事に親子ではまりました。　　

　お昼に行って終了時刻まで見て回りましたが、
娘は次の日も朝から一日体験していました。他に
もでんじろう先生の実験をテレビでみると、「やっ
てみたい」「どうやったらできる？」など訴えて
くるようになりました。
　その頃の私は、もちろん何にもできなかったの
で、どこかに教えてくれるところがないか探しま
した。
　唯一見つけたのが、大分県が委託開催していた

『少年少女科学体験スペースオーラボ』という施
設で、大分市の商店街の改装した店舗で様々な講
師の講座をうけることができます。
　しかし、開いているのは６月～３月の土日と長
期休みのみ、１店舗分の広さなので１回の講座は
定員16名ほどで、希望講座は抽選に当たらないと
受けらず、しかも対象は小学生以上のみという条
件。年長の長女はゆっくり見せてもらうこともで
きず、担当の方には「小学生になったら来てね」
と言われました。
　残念そうな娘の姿に「大分には幼稚園生が科学
体験できる場所はないのか、この子は今、やりた
いのに、この好奇心はどうしてあげたらいいのか」
わだかまりが残りましたが、娘には「ごめんね、
小学生まで待とうか」と言うしかありませんでした。
　そして１年生になった５月のゴールデンウェー
ク、佐賀関の関崎海星館で開催されていた小学生
向けの空気ロケットの工作と発射体験に、長女は

「やっと参加できる～」と喜んで出かけました。
　
　子どもたちが楽しそうに遊ぶ中、館長さんが参
加していた保護者にむけて「日本で科学館がない
のは沖縄県と大分だけなんです、10年以上、学識
経験者も含めて大分に科学館を作ろうと活動して
いるけど計画すら立たない、実現するには、要望
する市民の声が必要なんです、ぜひ皆さんの中か
ら声を上げてください」と熱く語っていました。
　　
　その言葉を聞いた瞬間、私は、なぜか体中が熱
くなり、ドキドキが止まりませんでした。田舎だ
から科学館がなくて当たり前と思っていた私に
は、大きな衝撃でした。正直、怒りにも似た感情
だったと思います。
　「ほとんどの県に科学館があるのに、どうして
大分だけないのか、大分の子どもたちには科学は
必要ないということなのか、声をあげたい、私に
も何かできることがあるのではないか、私がやる
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べきことはこれかもしれない」本気で魂が震えた
瞬間でした。
　『大分に科学館を作りたい』一度決めたらあと
は行動するのみ、ということで情報収集をしなが
ら、一緒に活動してもらえる仲間を探したところ、
高校の同じ生徒会で文化祭実行委員をしていた友
人が、小学校と幼稚園の教員免許を持っており、
快く一緒に活動するよ、と言ってくれました。
科学館の設置には時間がかかることは分かってい
たので、その間、オーラボに参加することができ
ない小さな子どもたちのために、簡単な科学を体
験できる活動をしよう、ということで、２か月後
の2014年７月、ファミリーのラボラトリー、ふぁ
みらぼが誕生しました。　　

３、活動の様子
　それではここで、実際にどのような活動をして
いるのかをご紹介します。
　講師メンバーは看護師の友人が増えて３名に
なったくらいですが、ボランティアグループとし
て大分市に登録しながら、幼稚園や公民館での科
学あそび教室、子ども会の集まり、ワークショッ
プなど、生活に身近な不思議を体験する内容を自
分たちで組み立て楽しんでもらっています。
　これから簡単なスライドショーを流しますの
で、子どもたちの様々な表情に注目しながらごら
んください。　　
　最初は、講座やワークショップの様子です。
　次は、年間カリキュラムとして、ふぁみらぼを
取り入れてくれている、娘３人が通った幼稚園です。
　最後は、屋外での自然体験やキャンプの様子です。

　現在、内容のレパートリーは30種類を超えました。
　　

　材料は家庭の身近にあるものや100円ショップ、
ドラッグストアなどで簡単に手に入るもの、そし
て何より安全な内容で楽しめるようにしています。
　私たちの狙いでもあるのですが、子どもたちが
楽しんだり、不思議がったり、発見したりする姿
をぜひ親御さんに見てもらいたい、そして、科学っ
て難しくないんだ、楽しいんだと感じてもらいた
いと思っています。
　私たちができるということは、親御さんもでき
るということ。
　教室で体験したことを家でもやってみて、親や
兄弟、お友達にも楽しい科学の輪が広がってくれ
たら、それが私たちにとって一番の喜びです。

４、ふぁみらぼ体験
　それでは、実際に家庭でできるわくわく実験を
行いたいと思います。
　時間もあまりないのですが、西馬会長、お手数
ですが５歳児になったつもりでご協力のほど、お
願いいたします。
　はい、それではこれからわくわく実験室ふぁみ
らぼを始めます。よろしくお願いいたします。今
日は、これ！ふうせんです。

（実験）
・ふうせんを上下に引っ張る　→　横に引っ張る

　→　上下　→　横
・ふくらます、　おさえる、　３・２・１でとばす
・目いっぱいふくらます、　むすぶ
　※うちわリレー、広いシートあそび紹介
・ドライヤー実験　　　風船、ピンポン
・串刺し実験　　横・縦
・処分の仕方　　しぼむ、おしり、はさみ
・オレンジ実験　　リモネンの説明　　終了！
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５、最後に、
　私は、大分に総合的な科学館が１日でも早くで
きることを願っています。
　この６年間で私ができたことは、３つです。
　１つめは、おととし大分市私立幼稚園ＰＴＡ連
合会会長を務めた時に、総合的な科学館設立の要
望署名を１か月で12,000人以上集め、大分市長へ
要望書を、市議会議長へ陳情書を提出しました。
これは現在も文教委員会で継続審議されていま
す。
　２つめは、その大分市の対応として、今年度か
ら大分市内中心部の廃校となった小学校の理科室
が『おおいた子どもかがく広場』として開設され、
登録している３団体が無料で利用できるようにな
りました。
　大分市私立幼稚園ＰＴＡ連合会としては、加盟
園を対象に今年度は８回開催しました。
　３つめは、ふぁみらぼを６年間で143回開催し、
のべ約5,400人の子どもたちに楽しんでもらえた
ことです。
　昨年は私の出産があり、活動回数は減ってしま
いましたが、２人の仲間に助けてもらいながら、
そして、科学の根底でもある、いのちの大切につ
いて、逆に伝えることができました。継続するこ
との大切さを感じることもできました。

　総合的な科学館とは、いつでも、だれでも、い
ろいろなことが体験でき、詳しく教えてくれる先
生がいるところです。

　今話題のプログラミングだけではなく、実際に
指を動かし、肌に触れ、においをかぎ、全身の感
覚で驚きや感動を体験することは、一生の宝物に
なると思います。
　科学館は大きな立派な建物じゃなくても、日常
的に科学を楽しむことができる令和の新しい形で
大分に科学があふれたら、本当に素晴らしいと思
います。
　どんなことが実現可能なのか、この別府ではど
んなことができそうか、いろいろと模索しながら
これからも活動していきたいと思います。

　なお、実は、来月24日に、別府中央公民館で２
時間の講座を行うことになっています。
　内容は『葉脈のしおりを作ろう』ということ
で、葉脈標本を中心に植物の不思議や実験も行い
ます。
　別府の幼稚園・小学生50名が対象で、参加費は
500円です。
　家族やお知り合いに対象年齢のいらっしゃる方
は、チラシもありますのでぜひお誘いいただけれ
ば幸いです。

　それでは、長くなりましたが、私の話はこれで
終わらせていただきたいと思います。
　御静聴ありがとうございました。
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