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本日の行事予定 (2014 年 10 月 24 日) 

第 2990 回 
≪米山月間・職業奉仕月間≫ 

卓話担当：米山奨学委員長 篠田 廣君 

職業奉仕委員長 加藤則之君 

 演  題：『米山月間、 

職業奉仕月間によせて』 

 
先回の記録（例会） 

第 2989 回 ’14 年 10 月 17 日（金）晴れ 

卓話担当：後藤亨君 

演  題：「高齢者が健康で快適に過ごす 

鍛え方」 

ロータリーソング 「日も風も星も」 

ソングリーダー  稲垣宏高君 

会 員 総 数  67名    9月 21日例会分訂正 

出席免除会員  20名    欠 席 会 員  25名 

本日出席会員  52名    MAKEUP会 員  14名 

本日の出席率  77.61％  訂 正出席 率  100％ 

超 過 出 席 安江正博君、加藤則之君、寺島淳

一君、浅井賢次君、田中正明君、幅辰雄君、鈴木

吉男君（津島東高校ＩＡＣ第 1 回例会)、大河内

勝彦君、安江正博君（親睦活動委員会） 

 
会長挨拶 

安江正博会長 

 アメリカでは毎年 1万数千

人が銃で殺されるそうです。

訪問すべき家を間違えたと

いうだけで射殺された服部

剛丈（よしひろ）君の事件は、

裁判で犯人が無罪になった

ということもあって、日本人に衝撃を与えました。

これほど多くの人が殺され続けているのになぜ

銃を禁止しないのか、日本人から見れば不思議で

仕方がありません。 

銃による悲惨な事件が起こると、さすがに何と

かしなければとの声は上がるものの、銃砲店の認

可を厳しくするとか、銃の購入を難しくするとか、

銃の管理を徹底させるとかの泥縄式の対策が立

てられるにとどまり、そもそもアメリカ人は「銃

さえなかったら、こんなことには……」という発

想はしないらしい。 

 なぜアメリカ人はこれ程までに銃に執着する

のか。なぜ「銃さえなかったら……」という発想

をしないのか。年間 1万数千人の死という大きな

損害を埋め合わせて余りあるほどの大きな価値

を銃の所持に見出しているに違いない。その価値

とは何か。 

まず、経済的理由が考えられます。アメリカは

自国を防衛し外国を攻撃するために、桁外れに大

量の兵器を生産使用する国であると同時に、これ

また桁外れに世界最大の兵器輸出国でもあって、

兵器生産は年商数百億ドルに達し、もし兵器生産

を止めればアメリカ経済は崩壊するとも言われ

ます。 

 次に法的理由はどうか。憲法修正第二条に「武

器を保持し携帯する人民の権利は侵してはなら

ない」とあり、これに基づいて、公的機関が個人

の銃所持を禁止するのは個人の基本的権利の重

大な侵害、憲法違反とされています。したがって、

憲法を改正しない限り、アメリカ人が勝手に銃を

所持するのを防ぐことはできません。 

 しかし、経済で国が動くはずはないし、法律は

不都合なら変えればいいのだから、アメリカ人が

年間 1 万数千人を犠牲にしても銃を手放せない

第一の根本的理由は、ほかのもっと重大なところ

にあると考えられます。それはそもそもの出発点、

アメリカ人がアメリカ人であることの究極の拠

り所にかかわることではないでしょうか。 

 アメリカ人は銃で人を殺すことを是が非でも

絶対に善としなければならないのであります。な

ぜなら、アメリカという国が銃で人を殺すことで

成り立ったからです。すなわち、個々のアメリカ

人がおのれの生活を築き守るために先住民を銃

で殺し、その土地を奪うことで国が成り立ったか

らです。したがって、銃で人を殺すことを悪と認

めれば、アメリカは悪の上に築かれていることに

なり、神から与えられた使命に基づいて正義の国

をつくったはずのアメリカ人の足場が崩れてし

まいます。そのようなことは断じて許すことはで

きません。銃で人を殺して不幸な結果を招いたと
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しても、それはたまたま何かが間違った不運な例

外的事態であり、銃で人を殺すことそれ自体はあ

くまで善でなければならない。アメリカ人が「銃

さえなかったら……」という発想ができないのは、

銃がなかったら、アメリカはなかったからであり

ます。 

 
ニコボックス報告 第 2989回分 

矢田潔ニコボックス委員 

安江正博会長、三谷栄一副会

長、野々山勝也幹事 ①先週

のＩＡＣ認証状伝達式例会、

青少年奉仕委員会の皆様お

疲れさまでした。②昨日の西

尾張分区ゴルフお疲れさま

でした。 

安江正博会長 後藤亨君、 

本日の卓話宜しくお願いします。 

後藤亨君 本日卓話を担当します。 

浅井賢次君 ①アリソンさん一家、大変喜んで帰

りました。安江会長さん始め事部局の皆さんにお

世話になりました。写真が載りました。②インタ

ーアクトクラブ認証状伝達式、無事終わりました。

これからも頑張りましょう。③早朝ウォーキング

し、その後 1時間くらい眠り、ただいま爽快です。 

高木輝和君 ①津島ＲＣのゴルフコンペで優勝 

しました。②分区のゴルフで 5位に入賞しました。 

吉田康裕君 高木さん、おめでとうございます。 

篠田廣君 分区のゴルフを欠席しました。 

野々山勝也君 昨日分区ゴルフでコシヒカリを

いただきました。何位だったかは内緒です。 

余郷利彦君 吉田康裕君、昨日の夜お世話になり

ました。 

幅辰雄君 津島東高校インターアクトクラブ認

証状伝達式を無事に終えることができました。あ

りがとうございました。 

鈴木吉男君 ＩＡＣ認証状伝達式が無事におわ

りました。皆様のご協力ありがとうございました。 

伊藤哲朗君 10 日、欠席しました。ゴメンナサ

イ(忙しい) 

伊藤幸蔵君、水野憲雄君、佐藤雅彦君、伊藤祥文

君 フード

フェスタの

チケットを

いただきま

して。 

水野憲雄君 松崎先生にお世話になり、ありがと

うございました。良かったです。 

矢田潔君 松崎先生にお世話になりました。 

佐藤雅彦君、山田章博君、飯村理君 ウィークリ

ーに写真が載りまして。 

山田勝弘君、岡本康義君、小林啓子君、河西あつ

子君 その他。 

 

卓 話 
卓話担当：後藤亨君 
演  題：「高齢者が健康で快適に過ごす 

鍛え方」 
 

2014 年 7 月の平均寿命が発

表になり、男性：80.21歳、女

性：86.61歳、お互いに 2年前

より 0.2 歳強延び、ついに男

性も 80歳を超えました。この

結果をみて皆様に考えて頂き

たいことは、現在の元気な皆

様には、90 歳前後は確実に生きなければならな

いと考えて、今後の人生設計を立てて下さい。 

次に体力テストの統計結果で、40 代後半から

体力低下が出ていると発表されています。その他

の調査からも、40 代以上の男女 5 人中 4 人が、

暮らしの中で自立度が低下し要介護になってし

まったり、要介護になる危険性の高い状態（ロコ

モティブシンドローム）になっているという報告

があります。 

以上 2つの結果により、運動器（骨・関節・筋

力・神経）の不快な症状に対応するのが、整形外

科の主な使命であり、その対策として弱りを自覚

して頂くチェック項目、トレーニング方法を 7

年前より提唱し、できるだけ介護状態に入るのを

遅くし、元気に自立生活をして過ごして頂けるよ

う指導しています。 

 

《ロコチェック》 

１ 片脚立ちで靴下が履けない。 

２ 家の中でつまずいたり、滑ったりする。 

３ 階段を上がるのに手すりが必要。 

４ 横断歩道を青信号で渡りきれない。 

５ 15分位、続けて歩けない。 

６ 2kg程度の買い物をして、持ち帰るのが困難

である。 

７ 家でのやや重い仕事が困難である（掃除機の

使用、布団の上げ下ろしなど）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《ロコトレ》 

１ 開眼片脚立ち 

 

 

 

（※社団法人 日本整形外科学会） 
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２ スクワット 

 

 

 

 

 

椅子に腰かけるように、お尻をゆっくり下し

ます。お尻を軽く下すところから始めて、膝

は曲がっても 90 度を超えないようにします。

深呼吸するペースで 5～6 回繰り返し、1 日 3

回行います。 

 

３ その他のロコトレ（ストレッチ、関節の曲げ

伸ばし、ラジオ体操、ウォーキング、各種ス

ポーツ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 骨力トレーニング 

  両足を曲げ、

片足を持ち上

げ、その足裏

で床を踏む。

ゆっくりと交

互に 6～8回、

バランスを取

りながら無理のない範囲で行う。 

 

まとめ 

私事ですが、昨年 11 月中旬に肺癌手術、その

後肺炎となり 2ヶ月入院生活を送りました。自分

が経験した体力の回復経過と整形外科医として

50年、その内開業医として 40年の間に、こわば

りと諸々の痛み、四肢の痛み、痺れ、歩けない、

座れない等の症状のある方に治療をさせて頂い

た経験から、私なりの結論を導き出すと、症状の

7～8 割は病気ではなく年令と共に生ずるもので

あり、ロコトレを無理なく継続することが何より

症状を改善させる第１の治療であります。 

ロコトレをするには痛み、痺れ、こわばり、関

節が動かなくては、ロコトレが正しくできないの

で、薬（内服・外用薬）・注射・理学療法（温熱・

電気刺激・ストレッチ療法等）を使用します。ロ

コトレを熱心に行えば 4～6 週には苦痛なく過ご

せるようになっていくでしょう。困ってみえる方

は、整形外科医にまずご相談下さい。 

 

会員増強委員会 

伊藤哲朗会員増強委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

紹介者の代表に贈呈 

 

2013～14年度； 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014～15年度； 

服部則仁君のスポンサー、浅井賢次君と高木輝和

君、松本浩義君のスポンサー、八谷潤一君と伊藤

哲朗君、山田章博君のスポンサー、鈴木吉男君と

寺島淳一君 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アメリカ・エヴァン

ストンの国際ロータ

リーより、新入会員

を紹介された方に認

証品(バッジ)が届い

ております。 

三谷栄一副会長 野々山勝也幹事 

ソングリーダー

の稲垣宏高君 
 

司会は飯村理

会場委員 

幅辰雄青少年奉仕

委員長よりＩＡＣ

認証状伝達式のお

礼と報告 

杦田勝彦君のスポ

ンサー、浅井彦治君

と野々山勝也君、飯

村理君のスポンサ

ー、野々山勝也君と

寺島淳一君 
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次回例会 
第 2991 回 ’14 年 10 月 31 日（金） 

卓話担当：服部 貴君 
講  師：米山学友 喩昊（ユ・ハオ）君 
演  題：『その後 ～日揮での 3年間～』 

お知らせ 
■津島東高校ＩＡＣ第 2回例会 
 と き：10月 24日（金）16：00 
 ところ：津島東高校(北館･生徒棟･1F･東教室) 
 （※メークアップ対象です） 

 

 

 

10月 16日(木)、西尾張分区合同ゴルフ競技大

会が春日井ＣＣで開催されました。優勝クラブは、

主催者の一宮ＲＣで、津島ＲＣはちょうど中間の

5位でした。特別賞として、児玉昭君が最高齢者

賞に輝きました。次回の津島ＲＣゴルフ例会は

11月 13日(木)です。 

【東コース】 

 

 

 

 

 

【西コース】 

 

 

 

 

 

【クラブ対抗】 

 

 

 

 

 

 

 

【津島ＲＣゴルフ結果】 

 

 

 

 

 

 
国際ロータリーニュース(10月 10日) 

 

国境を越えた協力で女性たちを支援 

 

メキシコ、チャ

パラの貧困地域は、

犯罪、栄養失調、

医療設備の不足な

ど多くの問題を抱

えています。地元

の人びとを助けようと 4年前、地元アジジクＲＣ

会員のムンイーン・キングさんとスーザン・ネサ

ートンさんが廃墟ビルを改造して支援センター

を作りました。キングさんらは、毎週金曜日に女

性や子ども 200人以上に無料の食事を提供。する

と、地元の人たちは、キングさんやＲＣ会員たち

を信頼し、さまざまな相談を寄せるようになり、

医療ニーズを抱えていることがわかりました。 

2012年、支援センターが 67人の女性を対象に

性感染症と婦人科の検診を行ったところ、正常は

わずか 5 人。支援センター理事のキングさんは、

性感染症やガンの検診、家族計画等の保健ケアを

して、地元の女性を支援できると考えました。 

カリフォルニア州、リンカーンＲＣもこの支援

活動に参加。このパートナーシップにより、支援

センターの母子健康プログラムのためのＲ財団

補助金の申請ができました。 

プロジェクトの開始後 15 カ月で、1,000 人の

女性に子宮がんと乳がんの検診を行ったほか、

800 人の女性が家族計画とカウンセリングのセ

ッションに参加しました。「女性たちが健康にな

り、適切な避妊をし、予防医療の知識を身につけ

れば、その恩恵は子どもたちに及ぶ。子どもたち

は、親を亡くす代わりに、親に育ててもらえるの

です」、「このプロジェクトの成功は地元住民た

ちの参加にある」とラドクリフさん。地元の人た

ちは、積極的に協力してくれました。 

両クラブは、移動クリニックを使って周辺地域

にも活動を広げる計画を立てています。「女性の

多くは読み書きができませんが、多くのことを学

び、生活状況はみるみる良くなっています」 

支援センターは、教育やカウンセリングを通じ

た生活改善にも取り組んでいます。裁縫、工芸、

コンピューター、英語、看護助手のクラスもあり、

数十人の女性が看護助手の資格を取得しました。

さらに、保育所と子どもの遊び場も設けられてい

ます。「今までで一番やりがいのあるプロジェク

ト。人びとから信頼さえ得られれば、彼らは学び、

成長し、このチャンスを最大限に生かそうと自発

的に協力してくれるのです」とキングさん。 

 
 

 

 野々山勝也幹事 

1. 本日 4 時から津島東高校にてインターアク

トクラブ例会が開催されます。都合のつく方

はぜひご出席ください。 

2. 10月 30日（木）に地区社会奉仕委員長会議

が開催されます。猪飼社会奉仕委員長が出席

します。 

 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

10月 24日（金）第 2990回 幹事報告 
 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 中西啓太(一宮) 42 47 89 20.4 68.6 

2 位 森 隆彦(一宮) 43 43 86 15.6 70.4 

3 位 沖野満(尾張中) 45 49 94 21.6 72.4 

 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 尾関正美(尾張中) 45 43 88 16.8 71.2 

2 位 則竹伸也(一宮) 47 45 92 20.4 71.6 

3 位 西村郁夫(稲沢) 42 43 85 13.2 71.8 

 

 クラブ名 ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 一宮ＲＣ 267 56.4 210.6 

2 位 尾張中央ＲＣ 275 55.2 219.8 

3 位 稲沢ＲＣ 266 45.6 220.4 

4 位 一宮中央ＲＣ 293 72.0 221.0 

5 位 津島ＲＣ 298 74.4 223.6 
 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 高木輝和 46 47 93 18 75 

2 位 矢田 潔 46 49 95 18 77 

3 位 野々山勝也 46 51 97 16 81 

 


