
公共イメージ委員長　瑞木　一博

“歴史と伝統を継承し、
　　　　活動的なクラブにしよう”
          別府東ＲＣ 会長テーマ

新雪　裏磐梯小野川湖畔

－　職業奉仕月間　－

■ 出席報告　　　　　　委員長　後藤　誠一

本
　
　
日

会員総数 41 名 ゲ ス ト ０名

出 席 数 19 名 ビジター 14 名

欠 席 数 16 名 出 席 率 54.29％

前々回の出席率 85.29％ 修正出席率 85.29％

100％ 通算 1578 回

出席規定免除(a)： 荒金

出席規定免除(b)： 幸、西、檀上、梅野、箕作

名  誉  会  員 ： 西村

■　メイクアップ

事前　山下（布）（別府中央）　　　

■　欠　　席

安部、石田、笠木、工藤（晴）、桝田、中塚、中村、

二宮、岡本、髙橋、但馬、竹内、詫磨、梅津、

山下（唱）

※森　憲司会員入会

■　点　　鐘 　12時30分

■　ロータリーソング 　君が代・それでこそロータリー

■　唱　　和　 四つのテスト

　　 言行はこれに照らしてから

　　　　１．真実か　どうか

　　　　２．みんなに公平か

　　　　３．好意と友情を深めるか

　　　　４．みんなのためになるかどうか

■　ビジター　大野博明、井戸田 剛、林　昭三、日名子

祐一、北村秀敏、大野晃史、西岡　透（大分中央）、

斎藤美信、首藤　誠、髙橋喜巳、金本龍生（別府北）、

大島由美子、堀　由美、髙宮勝美（別府中央）

■ 会長の時間 　　　　　　　会長　長野　勝行

　皆さん、こんにちは。

　本日は、先週の例会にゲストで来てくれた森君の

入会式を行います。森君にはしっかりと勉強をして、

１日も早く、立派なロータリアンになってくれる事

を期待しています。

　さて、今月は、職業奉仕月間という事で、職業

奉仕についてお話したいと思います。

　ＲＣは創立当初から、仕事は会員に頼もうという

相互扶助をする慣行がありました。その事こそが、

現在の拡大発展に大いに効果をもたらしたと思い

ます。

　しかし、その為には、お互いの事をよく知る必要

があります。その過程に出てくるのが親睦だと思い

ます。

　まずは、例会出席、各事業への参加などを通して、

親睦を深めて、更なる職業奉仕へとつなげていく事

が大事だと思います。その事がＲＣを勉強するきっ

かけにもなると思います。
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■ 幹事報告　　　　　　　　　幹事　久保田高史
１． ＲＩ第2720地区ガバナー杯争奪野球大会（仮称）

開催のお知らせ
　日　　時　2018（平成30）年６月２日８：00 ～
　場　　所　別府市内、または大分市内の野球場
　　　　　　（２月時決定）
　※６月１日18：30～別府市内ホテルでの「前夜

祭」開催予定。現在８クラブ参加、５クラブ
検討中。詳細は後日お知らせします。

２．第７回定例理事・役員会報告（平成30年１月18日
11：45～12名出席　於ホテルサンバリーアネッ
クス）
審議事項

　１号議案）2017－2018 年度後期会費納入金請求
の件　　　　　　　　＊１月19日付発送　承認

　２号議案）新会員候補者の件　＊１月18日イン
フォメーション／１月25日入会式　承認

　３号議案）「別府東ＲＣ慶弔規定」について名誉
会員への対応の件

　　＊会員と名誉会員の資格条件・権利・特典の
確認を行い、詳細の加筆を承認

　４号議案）例会変更並びに「但馬　友プロを囲ん
でのゴルフ教室例会」開催の件　　　　＊承認

　　日　時　平成30年２月22日
　　　　　　⇒24日９：00～プレイ
　　場　所　別府の森ゴルフ場　会費13,000 円

＊ゴルフ参加者
　　例　会　18：30～於ホテルサンバリーアネックス

２Ｆルナ
＊例会は通常の夜例会を開催

　５号議案）例会の配席（第１週目）変更の件
　　　　　　＊２月例会より「座席指定」例会実施
　　　　　　　（担当ＳＡＡ・出席員会）
　６号議案）例会に関するアンケート実施の件

＊１月18日より実施承認
　７号議案）2018学年度米山奨学生世話クラブ募集

並びにカウンセラー２～３名の選任とオリエン
テーション出席の件　＊加藤兼司、桝田　浩、
竹内孝夫各会員の選任を承認

　　日　時　平成30年４月１日13：00 ～
　　場　所　くまもと県民交流館パレア10Ｆ
　　参加者　会長、幹事、カウンセラー、奨学生、
　　　　　　学友、地区委員
　８号議案）ＲＩ第2720地区ガバナー杯争奪野球

大会（仮）開催の件
　　＊甲子園大会出場前の前哨戦として参加承認
　　　詳細は５月頃お知らせ予定

報告・確認事項

　①2720地区交換学生事業へ「４ＲＣ交換学生委員
会」での取り組み並びに次年度へ引継ぎの件

（スポンサークラブ：別府ＲＣ）
＊現段階での別府市内４クラブ協力を承認

　　３月　受入学生の詳細通知　ホストファミリー
選任、在籍高校の決定

　　８月　受入学生来日　送迎、歓迎会等、4 ＲＣ
での受入れ開始

　②例会予定の確認
　≪１月：職業奉仕月間≫

　１月４日「定款８条第１節休会」
　１月11日「新年家族会」18：30～ホテルサンバリー
　　　18日「年男年頭所感」後藤誠一、尾方義顕

各会員 12：30～ホテルサンバリー
　　　25日「健康寿命を考える」　　　黒岩　英会員
　　　　　　 12：30～ホテルサンバリー
　≪２月：平和と紛争予防　紛争解決月間≫

　２月１日「地区補助金事業について（造園奉仕
作業）」12：30～杉乃井ホテル

　　　　　　桝田　浩奉仕プロジェクト委員長、石田
啓三奉仕プロジェクト副委員長

　　　８日「寒中７ＲＣ懇親例会」
　　　　　　⇒９日18：00～ホテル白菊
　　　15日「ゲスト卓話」
　　　　　　ミス・ユニバースジャパン大分代表
　　　　　　12：30～サンバリー
　　　22日「但馬 友プロを囲んでのゴルフ教室例会」
　　　　　　⇒24日８：00集合　9：00～ゴルフ
　　　　　　18：30～例会　ホテルサンバリー
　③「近隣７ＲＣ親睦ゴルフ大会」開催
　　　（ホスト：別府中央ＲＣ）
　　日　時　平成30 年４月22 日
　　場　所　城島ゴルフクラブ
　④「別府東ＲＣ創立40周年」に向け、中長期計画

委員会（40周年準備委員会）を毎月第２週
例会後に開催承認。

　⑤姉妹クラブ ( 台北昇陽 ) より３月23日～27日
予定にて、訪問団来訪の連絡あり。＊詳細確認

３．１月18日13：40～ホテルサンバリーアネックス
２Ｆにて「新会員インフォメーション」を開催
致しました。

　出席者：長野勝行、瑞木一博、一力秀次、沼田守生、
山下唱徳、久保田高史　各会員

４．例会変更のお知らせ
　別府ＲＣ：１月26日の例会は『職場例会』

の為、同日12：30～㈱三洋産業に場所変更
　大分1985ＲＣ：２月５日の例会は『地区補

助金プロジェクト』の為、同日15：00～碩
せ き

田
で ん

学園に時間・場所変更
　別府中央ＲＣ、日出ＲＣ：２月６日の例会は

『別府近隣７ＲＣ寒中合同例会』の為、２月９日

氏 名　森　　憲司（もり　けんじ）
生年月日　昭和53年４月３日　39歳
事 業 所　株式会社 森工機　代表取締役社長
所 在 地　〒874－0838　別府市荘園町１組３

　　　　　電話 0977-24-1638　FAX 0977-24-5220
職業分類　配管工事（Piping Service）
所属委員会　親睦委員会
推 薦 者　山下唱徳会員



18：00 ～ホテル白菊に開催日時・場所変更
　湯布院ＲＣ、別府北ＲＣ：２月７日の例会は

『別府近隣７ＲＣ寒中合同例会』の為、２月９日
18：00 ～ホテル白菊に開催日時・場所変更

　※「７ＲＣ合同例会」の為、別府中央・別府北・
湯布院・日出　各クラブでのサインＭＵは受け
付けられませんので、ご注意ください。

５．次週（２月１日）は、11：45 ～「第８回定例理事・
役員会」を開催致します。関係の方は、ご出席を
お願い致します。

６．次週（２月１日）の例会予定
　「地区補助金造園プロジェクトについて」

桝田　浩　奉仕プロジェクト委員長
　＊第１週例会の為、12：30～杉乃井ホテルにて

開催致します。多数のご出席をお願いします。
７．本日の配布　
　①ロータリーの友 １月号　②週報 № 1853

■ お祝い

　会員誕生日　幸　　光喜会員（１月26日）
　　　　　　　中塚　茂次会員（１月26日）
　　　　　　　工藤　恵美会員（１月30日）
　夫人誕生日　檀上小夜子さん（１月25日）
　　　　　　　永嶋　順子さん（１月28日）
　　　＊＊ご自宅にお花とお菓子をお届けします。
　結婚記念日　山下布美代会員（１月25日）
　　　　＊ご自宅に特選豊後牛肉をお届けします。
　皆　　　勤　工藤　晴生会員（１月19日＝１年）

■ ニコボックス

　黒岩　英会員　10数年ぶりに健康卓話を依頼され
ました。心配です。５口

　岩瀬公男会員　黒岩先生の卓話「健康寿命を
考える」。いろいろと考えさせられますね。馬齢
を重ねるだけではダメ。明日から気合いを入れ
ます。５口

　羽田野 徹会員　２月１日にイオン唐津に３店
舗目をオープンさせていただきます。ますます
精進いたします。５口

　久保田高史幹事　今度の土曜日の「かぼすタ
イム」に私の愚息が出ます。ヒマな方は見て
下さい。１口

　沼田守生プログラム委員長　ニコボックス委員長
が不在で、代理をお願いしようとして名前を
間違えてしまいました。お詫び致します。１口

【2018－2019年度Ｒ財団部門地区補助金管理セミナー】

日　時　平成30年１月27日
　　　　13：00～16：00
場　所　ホルトホール大分３Ｆ大会議室
登録者　ガバナー補佐、会長、会長エレクト、
　　　　会長ノミニー、Ｒ財団委員長
　　　※一力秀次会長エレクト、神田　剛Ｒ財団

委員長、杉本邦弘次年度、Ｒ財団委員
長のご出席を宜しくお願い致します。

　
久しぶりにプログラム委員長より
健康卓話を依頼されました。私も
85歳になり物忘れがひどく、また
最近の医療につきましては不勉強
で本日の卓話も遠慮したい思いで
したが、わがクラブもドクターが
私１人になっている現実や、私の
日々老化する脳を刺激するため

にもお引き受けいたしました。何か間違ったことを
話すかもしれませんが、ご容赦お願いします。
　私が当クラブに入会したのは、33年前の12月で52歳
の時です。まだ28歳であった壇上会員と同日入会で、
当時のわがクラブの会員数も60名近かったと思い
ます。医療関係者も10名ほどおられました。ＰＧを
された黒木病院の黒木健夫先生や児玉病院の児玉 
彪先生のリードのもと、黒彪軍団と言われる活発な
クラブでした。私も新別府院長を拝命したばかりで、
お２人に酒席に招かれ即座に入会となりました。
　さて、本日の話題ですが、私自身が今年85歳を
向かえ常に念頭にあるのは、どうしたら健康で天寿
を全うできるかということで「健康寿命」を主題に
話させていただきます。
　毎年７月に厚生労働省から前年度の平均寿命が
発表されます。2016年の平均寿命は男子が 80.98歳、
女性が 87.14 歳で史上最高です。残念ですが１位は

香港で日本は男女とも世界２位でした。しかし両国
の人口差を考えると実質上は日本が１位と考えられ
ます。社会保障費が 33兆をこえ、毎年１兆円ずつ
増加する老人医療費に国が苦慮するのも現実ですが、
この世界最高位を続けている平均寿命は、日本の
医療環境や医療技術の高さを示している結果である
と誇ってよいと思います。平均寿命とは０歳の余命
であり、現在60歳男子の余命ではありません。60歳
の方の余命は更に伸びると思います。世界的にみて
平均寿命の上位は日本、香港、シンガポール、スペ
イン、フランス、スイス、イタリアなどで、ちなみ
に世界最下位はシエラレオネの39歳とのことです。
　都道府県別の平均寿命の結果が、昨年12月に発表
されました。男性では、これまで１位を続けていた
長野県を抜いて滋賀県が初めてのトップです。滋賀県
は喫煙率が全国最低であり、県が歩行を奨励しマイ
レージ制度を実施していると聞きます。中心に琵琶
湖あり散策には絶好地なのでしょう。長野県は男性
が２位でしたが女性は１位で県民あげての長寿への
取り組みには驚かされます。最低には青森県が続い
ています。寒冷と塩分の取りすぎが原因と言われて
いますが、癌死が全国最大というのも気になります。
大分県の平均寿命は男子が９位、女子が８位です
が、次に述べる健康寿命が多少低いのが問題です。
　昨年の７月に、尊敬する聖路加病院の日野原重明
先生が105歳で亡くなられました。最後までパソコン
を眺められる天寿でした。まさに105歳近くまでの
健康寿命であったと思います。先生は、理事として
総額1200億の520床 聖路加病院の設計、建築を担当

　卓話『健康寿命を考える』

会　員 　黒　岩　　英



され、そして80歳には完成となった聖路加病院の
院長をボランティアで受諾されました。あのサリン
事件のとき、外来を閉鎖し病院を開放され、640人
の患者を収容し奮闘されているテレビ画面を思い出
します。教会廊下、ホールも救急患者を収容できる
酸素や配管が整っていました。それは先生が理事の
ときに多くの反対を押し切って配備決定したと聞い
ています。人間ドック、生活習慣病、ホスピスなど
の言葉も先生が最初の使用でした。
　健康寿命とは2000年に WHO が提唱した概念で、介
護を要せず自立して暮らせる寿命を指します。平均
寿命より健康寿命を引いた期間は不健康寿命、
すなわち寝たきりの期間です。この健康寿命は３年
ごとに発表されます。2013年の日本人平均寿命は男子
80.21歳で初めて80歳を超えた記念すべき年でした。
女性は86.51歳で、２年連続の世界ーでした。健康寿命
は男子71.19歳、女子74.21歳で、寝たきり期間が男子
で9.02歳、女子12.30歳となり、その長さに驚きますが、
この健康寿命は世界188カ国のなかでは日本がトップ
と書かれ更に驚きました。今後は寝たきりの患者
さんを極力少なくして、質的な健康寿命を延ばす
のが日本の最大の課題と考えます。2013年に発表の
都道府県別の健康寿命では山梨県が男女とも１位で
男子72.52歳、女子75.78歳でした。癌健診率が高い、
60歳以上の有業率が全国２位とか、富士山中心に
農業や葡萄栽培が関係しているかどうかは分かりま
せんが、確かに富士山周辺の静岡県、神奈川県の
成績がよいです。大分県はこの年の健康寿命は男子
16位、女子10位でした。これからは国、県をあげて
質的な寿命を上げる努力が必要と思います。自殺や
交通事故死などの対策も重要と考えます。
　ここで不健康寿命、即ち、寝たきりの原因を見ます
と脳血管障害が 38.8％、認知症18.7％、衰弱15.0％、
パーキンソン病7.7％、転倒骨折7.5％です。そこには
圧倒的に脳関連疾患が主流となっています。健康寿
命を延ばすためには認知症を含めて脳血管病の予防
と治療が必要であることが分かります。そこには
高血圧、糖尿病、高脂血症、不整脈、肥満、タバコ、
アルコール、減塩、運動などの課題が挙げられます。
　認知症は高齢化と共に増加し、65歳以上では軽度
認知障害を含めて４人に１人と言われています。脳
血管障害が原因である認知症も多いのですが、46％を
占めるアルツハイマー病が主体です。脳細胞にアミ
ロイド変性した蛋白が沈着し、脳細胞が死滅してい
くのが原因です。この現象はすでに40歳頃より始まっ
ているようです。高齢者では運動、知覚神経を含め
て聴力、視力、臭覚、味覚、バランス覚などの脳細胞
への持続的刺激を実行することが重要となります。
認知をする脳細胞は脳の中心にある海馬にあるとい
われていますが、この脳細胞は酸素に敏感で、認知
症の最大の予防は有酸素運動といわれています。
　日野原先生は、著書「百才を生きる百の方法」の
なかで75歳になったら新しいプログラムをたて実行
しなさいと、それも１つではなく２つ考えなさいと
書かれています。先生が89歳の頃、政府が75歳以上
を後期高齢者と定めたことに腹を立て、75歳以上を
新老人とする健康財団法人を立ち上げ、現在その
会員は１万人になると聞いています。
　ここで思い浮かぶのが当クラブの永嶋先輩です。
永嶋さんは私より10歳上の95歳です。永嶋さん72歳
の頃でしょうか、国東の荒れた山林３千坪を求め

別荘を建て、山林を切り開き、野菜を栽培し、薔薇
園をつくり、毎年バラコンサートを開催し、知人を
招待されました。周囲は不思議がりましたが、これ
は永嶋さんの長寿につながったと思います。司馬
遼太郎の本や、経済、政治に関する多くの本も私に
与え、読ませていただきました。私にとりましては
身近の長生きの教科書と大切にしています。
　先日、テレビで100歳以上の方々の生き様が映し
出されていました。すべての方々の姿勢がよい、
すべての方が畑仕事や歩行をされております。私は、

「人生の楽園」というテレビ番組が大好きですが、
これこそ健康寿命の真髄かなとも思います。
　ここで私なりに健康寿命を延ばす方法をまとめ
ます。第１は、死亡順位１位と２位の癌死と心臓病
急死を防ぐことです。昨年の海老蔵さん愛妻 麻央
さんの乳癌死のように友人、知人に癌の手遅れが
目立ちます。最も多く実行されている胃癌健診で
さえ、その受信率が男子34％、女子26％とその低さ
に驚きます。禁煙と共に、しっかりとした健診を
持続的に受けることを忘れてはなりません。早期
発見と早期手術が原則です。そして心筋梗塞はじ
め心臓病は１秒でも早く専門病院に運んで下さい。
第２は持病である高血圧、糖尿病、高脂血症などの
しっかりした治療です。脳卒中予防10か条を思い
出してください。もう１つ、高齢者の肺炎です。
肺炎は脳卒中を抜いて死亡順位の３位に上がりま
した。インフルエンザ予防注射や肺炎球菌ワクチン
接種を受けてください。誤飲にも注意しましょう。
第３は、運動と貯筋です。人間は発生学的にも２本
足で脳が進化してまいりました。筋肉の 70％が腰と
足に集中しています。高齢者の体力は、それまでの
貯筋に左右されます。あのノーベル医学賞を授賞
された山中教授は昼前に20～30キロのランニング
をされ、愛妻弁当を食べられている映像をテレビで
見て流石と思いました。運動は最大の認知症予防策
でもあります。第４は、常に考えることです。趣味
でも仕事でも楽しくネバーギブアップで脳細胞を
鍛える時間の持続が必要です。第５は、他人との
交流です。ボランティアなど社会貢献に参加する
ことです。その意味ではロータリー活動は健康寿命
延長に役立つものと思います。
　最後に、私と永嶋さんは、これからもネバーギブ
アップで囲碁の戦いが続くものと思います。
　２人の共通の願いは、女房が、いつまでも元気で
あってほしいということでした。終わります。

１．手始めに　高血圧から　治しましょう

２．糖尿病　放っておいたら　悔い残る

３．不整脈　見つかり次第　すぐ受診

４．予防には　たばこを止める　意思を持て

５．アルコール　控えめは薬　過ぎれば毒

６．高すぎる　コレステロールも　見逃すな

７．お食事の　塩分・脂肪　控えめに

８．体力に　合った運動　続けよう

９．万病の　引き金になる　太りすぎ

10．脳卒中　起きたらすぐに　病院へ

脳卒中予防十カ条　日本脳卒中協会


