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本日の行事予定 (2016 年 3 月 11 日) 

第 3053 回例会 
卓話担当：鶴見治貞君 

講  師：不道書道会主幹 

 中村秀峰 氏 

演  題：「国字」 

 
先回の記録（例会） 

第 3052 回 ’16 年 3 月 4 日（金）晴れ 

卓話担当：加藤隆朗君 

演  題：「長寿の秘訣」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー 山田勝弘彦君 
ゲ ス ト 米山奨学生 

ボルドバートル・ハンドさん 
青少年交換学生 

マライア Lee DOES HOOKEさん 
会 員 総 数  66名    2月 12日例会分訂正 
出席免除会員  20名    欠 席 会 員    19名 
本日出席会員  57名    MAKEUP会 員    15名 
本日の出席率  86.36％  訂 正出席 率  96.88％ 
超 過 報 告 三谷栄一君、伊藤幸蔵君、山本達
彦君、前田昭生君、宅見康悦君、服部貴君、高木
輝和君、猪飼充利君、加藤則之君、堀田力男君、
篠田廣君、大河内勝彦君、吉田康裕君、寺島淳一
君（第 9 回役員・理事・委員長会議）、浅井彦治
君、加藤則之君、田中正明君、三谷栄一君、伊藤
哲朗君、高木輝和君、野々山勝也君、伊藤誠君、
八谷潤一君、寺島淳一君、伊藤基君、堀田力男君、
相羽あつ子君、加藤隆朗君、山田勝弘君、鈴木吉
男君（第 1 回次年度役員・理事委員長会議）、服
部貴君、篠田廣君（地区青少年交換プログラム三
者懇談会） 

 
会長挨拶 

三谷栄一会長 

本年度より 3 月の特別月間を、地域社会におけ

る安全な水の公平な提供、衛生設備や衛生状況の

改善、持続可能な水設備と衛生設備の設置、資金

調達、維持管理を地域住民が行っていくための能

力向上、安全な水と衛生の重要性について、地域

住民の認識を高めるためのプログラム支援、水と

衛生に関連した仕事に従事することを目指す専門

職業人のための奨学金支援を強調する月間、『水

と衛生月間』としました。 

世界の 6人に 1人は 安全な

飲み水を得ることができず、2

人に 1 人は清潔なトイレすら

利用できないのが、この世界

の現実です。安全な水の利用

率が最も低いのはサハラ以

南のアフリカで、5 人に 1 人

が 15歳になる前に亡くなり、安全な水を利用で

きない人の大半はアジアで暮らしています。世界

的な水危機は、貧困層に特に深刻な影響を与え

ています。不衛生な水などが原因の下痢で、毎

日 4,000人、毎年 150万人あまりの子どもが命を

落としています。 

また、水くみの仕事は多く場合、女性、特に就

学年齢にある女の子の仕事です。 女の子たちは

水くみに 1 日数時間も費やしているのが現実で、

教育の機会を奪われています。水の問題は、命の

問題であると同時に、教育と発達に関わる問題で

もあり、子どもの将来と未来を大きく左右する問

題なのです。開発途上国の住民の約半数が、水

と衛生設備の不備による疾病に苦しんでいます。

顔や体が洗えない、衣服の洗濯ができないなどの

理由で衛生状態が保てなくなると、眼病や皮膚病、

ノミ・シラミなどが媒介する病気が蔓延します。

飲み水と基本的な衛生状態を保つのに必要な水

の量は１日 20リットルです。開発途上国の 10億

以上の人々がこの 20 リットルの必要最小限の衛

生的な水を確保できずにいます。一方、先進国

ではトイレの水を流すのに１日平均 50 リット

ルを使用しています。日本人は１日 350 リット

ル以上の水を使用しているといわれています。 
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もう 1 つ必要なものがあります。衛生を保つた

めのトイレです。世界の 26億人が衛生的なトイレ

を使用できません。浄化槽や洗浄設備のない、排

泄物や汚水に接触するおそれのあるトイレを日常

的に使っています。トイレがないため、排泄物が

そのまま自分たちが使う川に流れ込んでいるとこ

ろもあります。すると水系感染症という水に起因

する病気が広がります。水系感染症には、コレラ、

細菌性赤痢、腸チフス、大腸菌下痢症など細菌が

原因のもの、ポリオ、ロタウイルスなどウイルス

が原因のもの、赤痢アメーバ症など原虫が原因の

ものがあります。安全な水がないことと、基礎的

な衛生環境がないことによって、毎年 300万～400

万の人達が亡くなっています。 

この状況を改善するには 3 つのものが必要です。 

•安全な水をもたらす方法 

•衛生を保つための方法 

•衛生的な習慣を身につける方法 

つまり、水と衛生と教育が必要です。しかしな

がら、水と衛生分野は恒常的な資金不足に見舞わ

れています。この分野の公共支出は概ね GDP の 

0.5％未満です。世界中の人々に、安全な飲み水と

最低限の衛生設備を提供するための費用は年間約 

90 から 100 億ドルと試算されています。これは、

富裕国が毎年ミネラルウォオーターに費やす金

額の半分以下です。水は国境を越えた、世界全体

の問題です。世界中で約 260 の河川系が国境をま

たがって流れており、世界の 12の主要な河川と湖

は 100か国が共有しています。海に囲まれている

日本も、世界の水問題と無関係ではありません。

日本への輸入品の生産には年間 400 億立方メー

トル以上の水が使用されていますが、それは開発

途上国に住む約 12 億人が一年間に使用する生活

用水に匹敵します。すなわち、日本は、輸入を通

じて世界の水資源に依存しているということに

なるのです。それゆえ、日本は、水が貧困国を含

む全ての国の人々にとって持続的に利用できる

資源となるように支援する責務を負っています。

日本は現在、水と衛生分野で最も多額の援助を行

っている国です。 

教育や情報にふれる機会が少ない生活をしてい

る人たちに、衛生習慣を広めるのは容易なことで

はなく、多くの人の支援が必要とされています。 

 
幹事報告 

田中正明幹事エレクト 

1. 本日、米山奨学生のハンド

さんと、交換留学生のマラ

イアさんにお越しいただ

いています。後ほど会長よ

り奨学金、お小遣いをそれ

ぞれ渡していただき、近況

報告等のお話をしていただきます。なお、ハ

ンドさんは今回が最後の御来訪となります。 

2. 『ロータリーの友』3月号を配布いたしました。 

3. 『ガバナー月信』と『The Rotarian』の 3 月

号を回覧いたしますので、ご覧ください。 

4. 本日例会終了後、役員・理事・委員長会議を

開催いたします。該当の方の出席をお願いい

たします。 

5. 3月 8日 18時より東照庵にて次年度ニコボッ

クス委員会が開催されます。メークアップ対

象事業です。 

6. 名古屋地区ロータリークラブ合唱連合会が、4

月 21 日(木)に東日本大震災チャリティコン

サートを開催しますので、案内を回覧してお

ります。ぜひお出かけください。 

 
ニコボックス報告 第 3052回分 

高木輝和ニコボックス委員長 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副会長、

山本達彦幹事 ①ゲストにハ

ンドさんとマライアさんをお

迎えして。②ハンドさん、3 月

末で米山奨学期間は終了です

が、これからも頑張って下さい。

③加藤隆朗君、本日の卓話よろ

しくお願いします。 

加藤隆朗君 本日の卓話を担当します。 

三谷栄一君 高木さんをはじめ皆さんの友情に感

謝します。 

坂井裕君 ①金婚式のお祝いをしていただきまし

た。②津島のイセキに寄付して感謝状をいただき

ました。 

宅見康悦君 織田信長は私の先祖に間違いありません。 

山田勝弘君 ①特にありませんが、いい 1 日にな

りました。②写真が載ってました。 

八谷潤一君 杦田さんにお世話になります。 

佐藤雅彦君 今日も明るく元気に頑張っています。 

住田正幸君 関所を通りました。 

大河内勝彦君 ①東京の息子に長男が誕生いたし

ました（いわゆる初孫です）。②幸蔵さんにお祝

いの新聞をご用意いただきました。 

服部貴君 マライアをお迎えして。 

水野憲雄君 春ですね、いい天気です。 

宇佐美三郎君 松崎先生にお世話になっています。 

加藤則之君 松崎先生にお世話になりました。 

中野義光君 余郷先輩にお世話になります。 

伊藤祥文君、余郷利彦君 3 月 9日㈬夜 8時 10ｍ

の大松明が燃え上がる『おみと祭』です。皆様、

津島神社へお出かけ下さい。 

服部則仁君、片岡鉄君、高木輝和君、浅井彦治君、横

井知代君、飯村理君、稲垣宏高君、伊藤幸蔵君、中野

義光君、根崎健一君、松崎安孝君、後藤務君、幅辰雄

君、篠田廣君、伊藤哲朗君、加藤則之君 おみと祭。 

安江正博君、生田達一君、矢田潔君 ウィークリ

ーに写真がのりまして。 

河西あつ子君 その他。 
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卓 話 

卓話担当：加藤隆朗君 

演  題：「長寿の秘訣」 

 

平成 24 年 6 月 22～24 日、パ

シフィコ横浜会議センターにて、

第 12 回日本抗加齢医学会が開

催された。聖路加国際病院理事

長・日野原重明先生（当時 100

歳、現在 104 歳）の特別講演「抗加齢医学の発展

の歴史と私の考えている加齢医学の内容」を拝聴

してきた。      

昭和 29 年より聖路加国際病院にて人間ドック

を実施している。平成 3年より、75歳以上の元気

な方々は「新老人の会」のシニア会員、60歳以上

の方々はジュニア会員になってもらい、ＨＲＶ（ヘ

ルスリサーチボランティア）として、経年的なデータ

をとっている。シニア会員 450 名を中心に、死亡

原因、脆弱化について調査、研究を行っている。 

心身の機能に対して、遺伝子はどのような役割

を果たしているかの研究では、年齢を重ねるにつ

れて、遺伝子の重要性は低下し、環境や生活習慣

の重要性が増大する。  

線虫による断続的飢餓による寿命延長の研究で

は、時々餌をやらない、ストレスを与えた（冬に

滝に浴びる、つついて刺激する等）グループの方

が飽食でストレスを与えないグループよりも寿命

が長かった。 

テロメア（染色体の末端の構造）とテロメ―ゼ

が染色体を保護する役目を持つ。テロメアは加齢

とともに短くなる。細胞分裂は一生の間に 50回し

かできない。分裂が終わったら寿命も終わり。テ

ロメアの短絡化の予防には、規則正しい生活習慣

に努め、過剰栄養、過剰運動を避けて活性酸素を

防ぎ、葉酸（Folic Acid）を摂取することで、あ

る程度テロメアの短縮を防ぐことができる。テロ

メアは命の回数券である。 

日野原先生の朝食はオリーブオイル 15ｇ、大豆

レシチンを入れた牛乳、バナナ。昼食は牛乳と胚

芽クッキー2 枚、りんごやミニトマト等。夕食は

魚料理、週 1 日はヒレ肉 100ｇ、たっぷりの野菜

にオリーブオイルをかける。ブロッコリーは必ず

毎日食べる。糖分少なく、ご飯半膳。1 日 1,300

キロカロリー。 

30年前からコレステロールが高かった。薬に頼

ることは簡単だが、薬には副作用もある。まず、

毎日の食事から見直し、オリーブオイルを飲む方

法に行き当たった。オリーブオイルは不飽和脂肪

酸の一種のオレイン酸が豊富で、動脈硬化の原因

になる悪玉コレステロール（ＬＤＬ）を減らし、

悪玉を回収する善玉コレステロール（ＨＤＬ） を

増やす。 

レシチンは人間の細胞膜を構成する主要な成分

の一つで、大豆から抽出できる。大豆からわずか

0.5％しか抽出できないリン脂質を精製、顆粒状に

したものが大豆レシチン。レシチンには水と油を

結びつける「乳酸化作用」があるので、体内の余

分なコレステロールを引き付け、排出してくれる。

レシチンは卵黄にも多く含まれるが、卵黄はコレ

ステロール値が高いので動脈硬化予防には大豆レ

シチンが良い。 

ブロッコリーは、長寿の野菜と言われ、ビタミ

ンの一種である葉酸（Folic Acid）が他の食材に

比べて非常に多い。葉酸は細胞が分裂して新しく

増殖する時や赤血球が増殖する時に必要不可欠な

ビタミンで、貧血、動脈硬化の予防効果がある。 

京都大学 2 年に進級の時、結核（肺結核と左側

結核性胸膜炎のため１ℓの滲出液を貯め、38 度の

高熱が 6 か月続いた）に罹り 1 年間闘病された。

そのため肺活量が 2020～2030mℓで、成人の約半分

である。階段を上るときは、息を吐いて吐いて吸

う、吐ききると腹式呼吸で新鮮な空気がたくさん

身体に取り込める。 

昭和 45年、福岡の内科学会への途上、よど号ハ

イジャック事件に遭い、4 日間の拘束の後、韓国

の金浦空港で解放された。乗客の健康診断をした。

私の命を、これからは人のために捧げると誓う。

生かされていることへの感謝。 

現在、週 1 回の診察、ホスピス病棟の巡回、年

間 150回の講演、連載 5本の執筆、著書は 200 冊

以上、海外出張等多忙な日々を送っている。10年

手帳には 2022 年まで予定が入っている。2020 年

の東京オリンピックを楽しみにしている。80歳で

20 本残存歯があったが、1 本減って 104 歳で 19

本となった。 

 
誕生日祝福（3月） 

小林啓子親睦活動委員 

幅  辰雄君（ 7日） 

矢田 潔君（14日） 

伊藤 基君（19日） 

山田勝弘君（21日） 

寺田晏章君（23日） 

 

夫  人 

梶浦興蔵君（ 5日）   加藤泰一郎君(5日） 

生田達一君（16日）   稲川明俊君（19日） 

伊藤  基君（21日）    松崎安孝君（25日） 

 

結婚記念日祝福 

幅 辰雄君（ 3日） 

伊藤  誠君（12日）   伊藤祥文君（12日） 

余郷利彦君（15日）   滝川林一君（20日） 

服部則仁君（21日）   浅井賢次君（26日） 

相羽あつ子君(26日）   伊藤哲朗君（29日） 
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次回例会 

 第 3054 回 ’16 年 3 月 18 日(金) 

卓話担当：稲川明俊君 

講  師：津島市南文化センター運営協議会 

    会長 伊藤卓夫 氏 

演  題：「愛知の部落史をめぐって」 

演  題：「国字」 

お知らせ 

■第 2回次年度役員・理事・委員長会議 

と き：3月 25日(金)18：00 

ところ：みやこ 

  

 ■米山奨学生ハンドさん送別会 

と き：4月 5日(火)18：00 

ところ：百楽 名古屋店 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
遠隔地出席報告、他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年交換だより 

青少年交換派遣学生の中西里緒さんか

らの2月のマンスリーレポート続きです。 

 

2月 28日： 

第二ホストファミリーのお家にお引越ししました。

クリスマスに 2 週間お邪魔していたので、あまり

新鮮さはなかったですが、慣れている家族が第二

ホストファミリーになってくれてよかったです。 

お引越しをする１週間前から荷造りを始めたので

すが、しまえばしまうほどいろんなところから私

のものがいっぱい出てきて、結局 4 つのスーツケ

ースに 3 つの段ボール、大きなバッグを持ってお

引越しすることになりました。日本に帰るときに

エキストラボックスのために何円払うことになる

のやら…。 

学校の方は、最近アメリカヒストリーのクラスで

友達ができたのですが、友達ができた嬉しさから

ペラペラ友達と話していたら、先生にもう英語を

しゃべれるようになったなら今まで免除してきて

たスピーチをこれからはしてね、と言われてしま

いました！ そして、先週みんなの前でスピーチ

をしたのですが、恥ずかしさのあまり滑舌が悪く

なってしまい、英語というよりは宇宙語を話して

いるようでしたが、スピーチを終わった後にはみ

んながよく頑張ったねと慰めてくれたので、結果

オーライということで、また次のスピーチで上手

く話せるように頑張ります！ 

また、最近は宿題の山に追われている日々ですが、

何とか学校でも問題なくすごせているので、この

ままこの調子でのんびり過ごせていけたらいいな

と思っています！ そろそろ陸上も始まるので楽

しみです！ 

最近は日本に帰ってからの進路について考えてい

ることがよくありますが、まずは残り 5 か月を楽

しんでいきたいと思います！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月 29日 

ホノルル・サ

ンライズＲＣ 
3月 2日 

ワイキキＲＣ 

みなさんこんにちは。いつもはげましてくれて

ありがとうございます。私はたくさんのすばら

しい経験をもつことができました。日本で私の

いちばん楽しいおもいではロータリーの旅行

です。一緒に遊ぶのはすごくたのしいからまた

遊びたいです。私の日本語はちょっとへただけ

ど、みなさんはいつもしんせつだから今私は日

本語の勉強を頑張っています。この 6かげつは

本当にすばらしかった。のこり 4かげつかんよ

ろしくおねがいします。  （マライア挨拶） 

 

オモテ ウラ  3月 13日、 

名古屋マラソンに 

挑戦するぞー 

伊藤哲朗君 

浅井賢次君が、

今年もハワイで

誕生日を迎えま

した。いろんな

人たちに出会

い、友情を分か

ち合い、バナー

交換もしてきま

した。 

伊藤幸蔵 

副会長 

稲垣宏高    米山奨学生 

米山奨学委員長 ハンドさん

「 

交換学生   服部貴青少年 

マライアさん  奉仕委員長 

伊藤祥文君 

 ありがとう 

ございました 

 3月 9日は 

開扉祭です 


