
     

 

- 1 - 

第 3077 回例会                                                               

本日の行事予定 (2016 年 9 月 16 日) 

第 3077 回例会 

卓話担当：加藤泰一郎君 

講  師：マスターズ愛知商業高校硬式野球部 

ＯＢクラブ監督 吉川博義氏 

演  題：「野球の理論」 

 
先回の記録 

第 3076 回 ’16 年 9 月 9 日（金）晴れ 

卓話担当：片岡 鉄君 

演  題：「自分の健康管理」 

ストレッチ体操 大河内勝彦君 
ロータリーソング 「奉仕の理想」 
ソングリーダー  堀田力男君 
会 員 総 数  67名    8月 19日例会分訂正 
出席免除会員  22名    欠 席 会 員    11名 
本日出席会員  52名    MAKEUP会 員     8名 
本日の出席率 77.61％   訂 正出席 率 98.46％ 

 
会長挨拶 

浅井彦治会長 

 医薬分業も現在全国平

均で 70％に達しました。

それによる非難も多くあ

り、昨年厚生労働省は「患

者のための薬局ビジョ

ン」を公開いたしました。 

医薬分業は医師と薬剤

師がそれぞれの専門分野

で業務を分担し医療の質

的向上を図るもので、医師の処方せんに基づき薬

局で調剤することで有効で安全な薬物療法の提供

になるということが大前提です。その意義を大き

く捉えると、薬局薬剤師が一元的・継続的に把握

することで複数診療科受診による重複、副作用、

期待される効果確認ができる訳ですが、現状は門

前薬局が多くを占めている状況です。 

最近の高齢化を受けて、厚生行政の対応は団塊

の世代が 75 歳になる 2025 年と、介護状態の方が

多い 85 歳以上になる 2035 年に向けての指針が議

論されています。薬局においても 2025年にはすべ

ての薬局を「かかりつけ薬局」へ、2035年には店

舗立地も日常生活圏域である地域への開局を指導

されています。 

超高齢少子社会と言われる我が国は、「平均寿

命」について見ると、先進諸国間で戦後最下位で

あったものが、その後、比較的短期間にすべての

先進国を追い抜き、1984年から今日まで、世界一

の健康水準を示しています。日本人の寿命が戦後

急速に伸びた背景には、「感染症」などの急性期

疾患が激減したことがあげられる一方、がんや循

環器病などの「生活習慣病」が増加し、疾病構造

は大きく変化してきました。 

さらに最近では、「寝たきり」や「痴呆」のよ

うに、高齢化に伴う障害も増加しています。これ

らの疾患は生命を奪うだけでなく、身体の機能や

生活の質を低下させるものも多く、予防や治療に

おいては、日常生活の質の維持に影響します。一

方、急速な出生率の低下によって、2007年からは

人口が減少し始め、2050年には総人口が１億人を

切ると予測されています。 

 このような超高齢少子社会を人類は未だかつて

経験したことはなく、21世紀の日本は、疾病によ

る負担が極めて大きな社会となると考えられます。

高齢化の進展によりますます病気や介護の負担は

上昇し、これまでのような高い経済成長が望めな

いとするならば、病気を治すこと、あるいは介護

のための社会的負担を減らすことが重要です。 

すでに平成 12 年の厚労省の通知で、21 世紀に

おける国民健康づくり運動「健康日本 21」の推進

が謳われて検討が重ねられていますが、国民への

認知度はまだまだ低いと思われます。我々が主体

的に取り組む健康づくりは身近な

生活習慣に対する行動変容を促す

ことが重要だとは思います。つま

り一人一人の自立を目指して意識

レベルを向上させることだと思い

ます。 
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幹事報告 

田中正明幹事 

1. 9 月 10 日、名鉄グラ

ンドホテルにて地区

審議会が開催されま

す。浅井会長にご出

席いただきます。 

2. 9 月 12 日、星城大学

リハビリテーション

学院で、地区ＲＬＩが開催されます。佐藤会

長エレクトにご出席いただきます。 

3. 9月 21日、津島東高校に於いて午後 4時から

ＩＡＣ例会が開催されます。メイキャップに

なりますので、ご参加くださいますようお願

いいたします。 

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。関係の皆様ご出席いただ

きますようよろしくお願い致します。 

 
ニコボックス報告 第 3076回分 

浅井賢次ニコボックス委員 

浅井彦治会長、加藤則之

副会長、田中正明幹事 

①片岡鉄君、本日の卓話

よろしくお願いします。

②リオ・パラリンピック、

ガンバレ日本！ 

相羽あつ子君、浅井賢次

君、生田達一君、伊藤哲

朗君、伊藤祥文君、坂井

裕君、杦田勝彦君、宅見

康悦君、寺島淳一君、中

村陽介君、山田章博君、山田勝弘君、山田公男君 

ガンバレ！ リオ・パラリンピック、金メダル目

標 10個！ 

高木輝和君 ①3 連覇、残念でした。②暑い国か

ら無事帰国しました。 

篠田廣君 ①タイから無事帰国しました。②皆さ

んにお世話になりました。③中国茶オークション 

を落札しました。 

三谷栄一君 暑い国から無事帰ってきました。 

片岡鉄君 本日卓話を担当いたします。 

宇佐美三郎君 明後日から雨が続くそうです。梅

雨が戻ってきたようでいやですね。 

伊藤祥文君 片岡鉄さん、お忙しい中、ありがと

うございました。 

松本浩義君 ゴルフ会に初出場、初優勝しました。

ありがとうございました。高木さんの 3 連覇を阻

止してしまい…、高木さん、ごめんなさい！ 

幅辰雄君 ゴルフ例会、またまた 2位でした！ 

水野憲雄君 ウィークリーに写真が載りまして。 

浅井賢次君 ①久しぶりに天王川、神社へウォー

キング、体操に朝 5：30 から出かけ、多くの人に

出会いました。会員の伊藤雅昭君、元会員の佐藤

昭次郎さん、禰宜町の堀田正之さんの若奥さん、

成信坊佐竹さんの奥さん、毛工の元専務青木さん

等にお会いし、家へ帰ったら 8：00……、2時間半

でした。朝から今日は楽しくルンルンです。②写

真が載りました。 

中野義光君、吉田康裕君、松崎安孝君、前田昭生

君、河西あつ子君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：片岡 鉄君 

演  題：「自分の健康管理」 

 

①健康に関する考え方 

40 歳になるまで自分の

健康に疑う余地がなか

った（健康に関して考え

ることはありえなかっ

た）。 

40 歳を越して健康診断

で多少の要検査等の指

摘を受けること、及び体

重増加などとテレビ番組、インターネット検索

による情報収集が容易に可能となり、健康につ

いて考える時間が増えてきた。 

 そこで自分の身体に関してもっと重要視すべき

だという考えに至る。さらに子供ができたこと

で、自分の身体は自分だけの問題でなくなった

ことを自覚し、まずは体重を減量し健康レベル

の体重を維持するためにどういう生活をおくる

べきかを模索し始める。 

今日ではいかに長く健康でいることができるか

を最大のテーマとして、日々食生活や運動に気

を遣うようになる。 

 

②筋トレに至るまでの経緯と内容 

 （第 1期） 

 4 年ほど前、過食（夜のお菓子、糖質のとりす

ぎ）により体重の増加が顕著となり、まずは体

重を落とすことを目標に適時運動をする習慣を

つくることを決断する。 

 最初に土曜日・日曜日を使ってウォーキングを

始めた。徐々に距離を伸ばし、最終的に 8 ㎞程

度を 2 時間ぐらいかけて歩くことで次第に体重

が減っていく。と、ウォーキング開始 3 か月経

過後から、腹筋・腕立て伏せ（自重系筋トレ）

を開始。さらにソイプロテイン（大豆系プロテ

イン）を運動後に飲む。 

 

 （第 2期） 

 ウォーキングでは物足りなくなりジョギングへ

変更。徐々に距離を伸ばし、やはり 8 ㎞程度を

50分程度で走る。しかしながら膝を傷め、ジョ

ギングを続けることに対して疑問を感じる。 
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自重系筋トレは量を多くしながら継続して行う。

腹筋、腕立て伏せに加えてスクワット、そして

この頃からアブローラーを使った腹筋運動をや

り始める。（ただしこのころは膝コロ）運動回

数は 1日置き程度。 

※第 1期と第 2期で約 2年ほど継続して実施。 

 

（第 3期） 

第 3 期の前 1 年半ほど諸事情により筋トレを休

止していた。案の定体重が増加しリバウンドを

経験する。健康診断で過脂肪体系であることを

自覚して、再度筋トレと有酸素運動（ジョギン

グ）に挑戦することとなる。 

内容は第 2 期の内容をハードにして行う。アブ

ローラーは立コロができるようになり、以降立

コロのみ行う。約 1年ほど継続して行う。 

 

（第 4期現在活動中） 

半年ほど前から自重系筋トレからダンベルを活

用した本格的なウェイトトレーニングを開始。

自重系の筋トレを数・量をひたすらこなせば筋

肥大が実現できると勘違いしていたことに気づ

く。筋肥大を目的とするなら、より重たい重量

を持つことで負荷をかけ、脳に危険信号を与え

ることで、適正な食事と睡眠をとらなければ筋

肥大は実現できないということを勉強する。 

また有酸素運動は、やりすぎると逆に筋肉を消

費してエネルギーへ変換するために、かえって

筋肉量を減らすことが判明。一時有酸素運動は

全く行わず筋トレのみを実行した。 

現在は週 3日、ジョギングは 30分以内と決めて、

それ以上は走らないように心掛けている。なお、

ジョギングは筋トレ実施後に行っている。 

ダンベルを使った筋トレは大胸筋・背中→肩

→大殿筋・足→上腕・前腕、のサイクルで行う。 

やり始めの頃のウエイトと比較してかなり高重

量を持ち上げることができるようになった反面、

更なる高重量への挑戦が最近では難しくなって

きている。 

食事は朝トレーニング後にプロテインと炭水化

物（パン）、昼は魚や肉と野菜と多少の炭水化

物、夜は野菜とタンパク質系で極力炭水化物は

控えるようにしている。プチ糖質制限を行うこ

とで体重の増加を避けるように心掛ける。 

どうしても炭水化物（甘いもの）が欲しい場合

は、脂肪とは一緒にとらないようにするなど、

必ず成分表示を見るようになった。 

 

③筋トレの効果 

 筋トレを通じて毎日の決まった習慣作り、朝

食をきちんととることと、自分の身体に関する

関心度の高まり、健康に関する情報取集意欲の

増大、そして何より目標に対するコミットメン

トの向上が効果として実感している。 

このことは仕事においても通じるものがあり、

自身の仕事に対するスタンスも変わりつつある

と実感している。できる限り無理のない範囲で

筋トレを継続していきたいと考えている。 

 

④長時間トレーニングは意味がない？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 スケジュール変更 

■10月 27日→ 

10月 13日（木） 

■11月 10日→ 

11月 17日（木） 

涼仙ゴルフ場 

上記に変更しました。 

多数の参加をお待ちして

おります。 

加藤則之副会長 

中村陽介会場委員 

ソングリーダーの

堀田力男君 

大河内勝彦君 

 初めての

司会です 

 うー!? 

大腰筋のスト

レッチです 

ゴルフ幹事の 

滝川林一君 

杦田会場委員長と片岡鉄君 
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次回例会 

 第 3078 回 ’16 年 9 月 23 日（金） 

ガバナー公式訪問例会（あまＲＣ合同） 

と き：9月 23日(金) 12:30～ 

ところ：名鉄グランドホテル 11階 

  (欠席の方はメークが必要です) 

 

お知らせ 
■第 18回津島東高校ＩＡＣ例会 
と き：9月 21日（水）16：00 
ところ：津島東高校北館 2中教室 

 
■休 会 
 9月 30日（金）定款 6-1のため休会 
 
■国際奉仕委員会 
 と き：9月 30日（金）18：00 
 ところ：みやこ 
 
■ゴルフ会スケジュール変更 

  10月 27日→10月 13 日（木）桑名ＣＣ 
  11月 10日→11月 17 日（木）涼仙ＣＣ 

 
誕生日祝福（9月） 

山田勝弘親睦活動委員長 

山田章博君（ 1日） 

遠山孝義君（ 9日） 

後藤  亨君（21日） 

河西あつ子君（24日） 

住田正幸君（29日） 

服部  貴君（30日）  

 

夫人 

篠田  廣夫人(13日)  

矢田  潔夫人(15日)  

寺島淳一夫人(20日)    長田一郎夫人(20日) 

宅見康悦夫人(30日) 

 

ご主人 

相羽あつ子君（14日）    小林啓子君（19日） 

 

結婚記念日祝福 

伊藤 基君（17日）      猪飼充利君（21日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

10月のメニュー 

10月 7日(金) 刺身定食 

10月 14日(金) 鰻丼 

10月 21日(金) カレーライス  

クラブ名 日 曜 サイン受付 

尾西 RC 10/3 月 尾西信用金庫本店 

名古屋東 RC 10/3 月 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

一宮中央 RC 10/5 水 一宮商工会議所㌱(夜) 

一宮 RC 10/6 木 一宮商工会議所㌱ 

一宮北 RC 10/7 金 一宮商工会議所㌱ 

一宮中央 RC 10/12 水 一宮商工会議所㌱(夜) 

名古屋大須 RC 10/13 木 名古屋東急ホテル 

あま RC 10/17 月 名鉄グランドホテル 

名古屋東 RC 10/17 月 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋空港 RC 10/17 月 キャッスルプラザ 

名古屋名南 RC 10/18 火 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ(夜） 

尾張中央 RC 10/19 水 名鉄グランドホテル 

稲沢 RC 10/19 水 林商事ビル 

名古屋ｱｲﾘｽ RC 10/19 水 ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 

一宮中央 RC 10/19 水 一宮商工会議所㌱(夜) 

一宮 RC 10/20 木 一宮商工会議所㌱ 

名古屋丸の内 RC 10/20 木 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 

一宮北 RC 10/21 金 一宮商工会議所㌱ 

名古屋みなと RC 10/21 金 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋北 RC 10/21 金 名古屋東急ホテル 

あま RC 10/24 月 名鉄グランドホテル 

尾西 RC 10/24 月 尾西信用金庫本店 

尾張中央 RC 10/26 水 名鉄グランドホテル 

一宮 RC 10/27 木 一宮商工会議所㌱ 

名古屋丸の内 RC 10/27 木 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 

名古屋空港 RC 10/31 月 キャッスルプラザ 

 

2016 年の中秋の名月(旧暦 8 月 15 日・

十五夜)は 9 月 15 日でした。 

満月は 17 日午前 4 時 5 分です。 

↑ 

台北滬尾RC9月14日発行の

会報第 543 号挿絵より 


