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第 1345 回例会 平成 27 年 3 月 ２５日(水)
＜今日のプログラム＞
1.）点
鐘
2.）♪ロータリーソング「手に手つないで」
3.）
4 つのテスト唱和
4.）会長の挨拶
5.）幹事報告
6.）出席報告
7.)ハッピーＢＯＸ披露
8.）委員会報告
9.）歓迎観桜会
10.）＜ＳＡＡ次週４月１日例会案内＞
フォーラム「雑誌月間」
入会式 ♪４月のセレモニー
11.) 点
鐘
第 1344 回例会記録 平成 27 年 3 月１８日（水）
■会長の時間
●会長 原田宗忠君
皆さんこんにちは、本
日は第 1344 回の例会
です。

先日の日曜日に地区
補助金事業の「宝塔山
御衣黄桜植樹祭」を皆
様のご協力の下に無
事に終了する事が出
来ました。財団委員長の郡司君には企画申請から全
てに尽力頂き誠に有難う御座いました。
戸敷市長をはじめ職員の方々6 名、宝塔山愛護会の
皆様も他の会終了後に駆けつけて下さり色々なお
話しを聞かせて下さいました。宮日新聞社より取材
にも来て頂きました。吉田君ありがとうございまし
た。記事の方はまだ掲載されておりませんが確認し
ましたところ、原稿の提出は済んでおりますから近
いうちに載ります！という事でした。式典の中で戸
敷市長より佐土原ロータリークラブへこちらの感
謝状を戴きました。前日土曜日のＩＭにも多くの参
加をいただき有難う御座いました。懇親会にも１１
名で参加出来ました。金曜日には田中作次さんの歓
迎会も開かれ、私と幹事で参加して参りました。
田中作治元ＲＩ会長の著書を購入しましたので貸
し出し致します。これによりますと新潟から中卒で

東京に集団就職で来られた様です。その後様々な努
力を重ね、ロータリークラブ入会され入会の理由と
して「人に幸せを与えることが出来る事が素晴らし
いと感じ入会した。」と言う様な事が書かれていま
す。ロータリー暦はご存知の通り素晴らしく、現在
は朝から晩までロータリー活動という事で、特に国
際的な活動に多く携わっておられます。翌日月曜日
には宮崎観光ホテルにて開催されました宮崎南ク
ラブ４０周年記念式典･祝賀会に私と幹事、藤堂君
の 3 名で参加して参りました。こちらも素晴らしい
式典と祝賀会でした。我が佐土原クラブも３年後に
は３０周年を迎えますが大変な事でもあるなぁと
改めて感じました。その前にガバナー補佐を藤堂君
が勤める年度もございます、おそらくＩＭのホスト
クラブも務める事にもなると思いますがその年度
の田邉会長を皆で支えていかなければ！と考えて
おります。しかし３０周年、ＩＭのホストクラブと
しっかりとした実行委員会を立ち上げる事が先ず
大切だと思いますので全員で協議して決めて参り
ましょう。後ほどＩＭ参加者の中から２,３名の方
に感想等をお話しして頂きますので本日はこれで
終わらせて頂きます。
■幹事報告

幹事●長倉祐一郎君
＜報告事項＞
＊西都ＲＣ30 周年実行
委員長～記念新聞・ＣＤ
お届け
＊ロータリー財団～正
岡 文 郁 君 へ ＄ 1.016.95
領収書
＊米山奨学会～普通寄付のお願い
＊2015 年国際ロータリー年次大会（サンパウロ大会）
参加旅行募集案内送付のご案内
＊九州ロータリークラブ野球大会準備事務局～大会
アンケート協力のお願い
■出席報告
●太田 忍君
会員数＝23 名（免除 2 名） 出席率＝86.9％
出席数＝1７名

メイク届＝３名

欠席届＝６名

修正～率＝85.7％

■ＩＭ参加者より～

●竹下 隆君
今回ＩＭに参加させて
頂き、田中作次元ＲＩ
会長のお話を直に聞く
ことが出来大変感銘を
受けました。ロータリ
アンの枠を超越したも
のを感じ、私自身非常

に貴重な体験となりました。
● 藤堂 孝一君
宮崎南クラブの祝賀会場で田中俊實ガバナーに、ＩＭ
懇親会で写真をお見せする機会がありました。大変気
に入られた様子でしたから送りましたところ昨日の
朝わざわざ私の携帯にお礼のお電話を下さいました。
13 号から 86 号までの週報を郡司君より戴きましたの
で佐土原ＲＣのホームページにアップしました。閲覧
してみて下さい。当時の会員増強等の苦労話など色々
と思い出します。今回のＩＭでの田中作次元ＲＩ会長
はやはり色々な面でさすがだな！素晴らしいな！と
思いました。
● 太田 忍君
元ＲＩ会長だけあって
やはり素晴らしいお話
をして下さいました。
日本一になる事を目標
に頑張られたそうです。
成功の秘訣は目標を決
め達成すると強く思う
という事で、出来なければ出来る方法を考える、とい
う事、例会開催時間についてのアドバイスもありまし
た。会員増強に関しては、自分がロータリアンになっ
て幸せだから、幸せな人を増やしたいと思いながら活
動することが大事という事です。私も次年度その気持
ちで会員増強委員長としてやります。人の欠点ではな
く長所探しが大事、人にどれほど与えたか、という事
が大事、など等本当に素晴らしいお話でした。
■会員卓話
●郡司 武俊君
14 日土曜日、財団補
助金事業であります
宝塔山公園植樹祭が
無事に終了致しまし
た。財団地区補助金の
次年度申請書、今回の
報告書作成等で忙し
い中、急な卓話でしたが、宮崎の医科関係の月報に毎
回投稿されている小池先生の内容が素晴らしく楽し
みに読んでいますが、今日は今月の投稿を少しまとめ
たのでお話します。我々動物には本来の寿命とゆうべ
きものがある。犬の寿命、カメ、魚などそれぞれある
程度きまっています。人間の寿命は 120 歳といわれて
います。われわれ体のエネルギー源はＡＴＰと呼ばれ
る物質です。

ＡＴＰは細胞のミトコンドリアで作られていて、この
ミトコンドリアの研究から割り出されたものが本来
の寿命です。健康と不健康の境目はなく、つまり健康
な人でも、一気に不健康になる状態を「臓器の時間」
が尽きた状態のこと。臓器とは、心臓、肺、肝臓、腸
などそれぞれの役目を持ったもので、その総称を「臓
器」と呼ぶ。我々の体は「内臓」の機能によって、健
康が保たれている。そしてこの内臓にもそれぞれの寿
命があることがわかっている。これらの寿命によって、
われら一人ひとりの寿命が決定する。この「臓器の時
間」を常に一定のペースで使い続けて、すべて使い果
した時が死ぬ時である、この年が 120 歳である。「臓
器の時間」が進みすぎると健康悪化、遅くすることが
長寿をもたらす。食べ過ぎや運動不足といった生活習
慣の偏りがあると、体重は増えてそして腹部に内臓脂
肪が増えると血糖値を下げるインシュリンの効果が
悪くなりその結果、血圧の上昇、血糖値の上昇、また
中性脂肪が高くなり善玉コレステロールの低下によ
る脂質異常が起こる、こうした肥満が元になって高血
圧、糖尿病、高脂血症になる、これがメタボリックド
ミノの初期の段階である。このような生活習慣病が重
なることで、動脈硬化、脳出血、脳梗塞、腎不全、認
知症がおこり、ドミノが総崩れになり、
「臓器の時間」
が終了して死を迎える。ではストレスではどうか、内
臓もストレスを受ける、例えば神経性胃炎、ストレス
性潰瘍。である、細胞のミトコンドリアが元気な内は
少々のストレスでも内臓は最適なペースで時を刻む
が、限界をこえると臓器の機能が低下して「臓器の時
間」の流れが速くなる。すなわち死に向かうスピード
が速くなる。喫煙、睡眠不足、栄養の偏りも内臓のス
トレスになり「臓器の時間」の早さを進める。ドミノ
を倒すことなく、本来の寿命で全うしたいものです。
■補助金事業～宝塔山公園 植樹式典の様子

４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
メモ

