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「笑いと健康」
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第 1990 回 例会記録
インターアクト協議会

松井 昭夫 会長
皆様こんにちは、今週の 12 日の日曜日は我が越
谷北ロータリークラブがホストクラブを務める、インタ
ーアクト協議会が獨協埼玉高校で開催されます。当
クラブとしての行事ですから、皆様全員参加で宜しく
お願い致します。
【風邪対策】
風邪対策で何より大切なことは「休養と栄養」です。

独協埼玉高校

風邪には細菌性のものと、ウイルス性のものがありま
すが、基本的にいずれも予防・対策は同じです。これ

次回例会案内 平成 29 年 3 月 1 日

らの菌に打ち勝つには「免疫力」を上げることが大切

結婚記念・誕生祝い

になります。そのためには「休養と栄養」を心がけてく

四つのテスト・会員卓話

ださい。
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特に風邪はひき始めの対応が肝心。風邪をひいた、

積極的に摂りましょう。

と感じたら休養をとりましょう。ちょっとした風邪であれ

．3 水分をしっかり摂る

ば横になるだけでよくなることがあります。まずは無理

熱がある時は汗や呼気中から蒸発する水分が多

をせず、休むことを最優先にしましょう。

くなり脱水状態になりやすくなっています。白湯

次に栄養バランスの良い食事を摂ることを心がけて

やとカフェインが入っていないほうじ茶などで体

ください。栄養バランスが良いのは「主食」、「主菜」、

を温めましょう。

「副菜」がそろった「日本型食生活」すなわち定食で

皆さん、今年の冬も元気に乗り切ってください。

す。
□ 主食 ： ご飯、パン、麺などから 1 品入っている

お客様挨拶

か？
□ 主菜 ： 肉、魚、卵の時から 1 品以上入ってい
るか？
□ 副菜 ： 野菜のおかずが 1 品以上入っている
か？
このうち、欠けやすいのが副菜。例えば「忙しかっ
たのでお昼はおにぎりだけで済ませた」ということも多
いかと思いますが、1 品サラダを足す、などを心がけ
てくださいね。
□ 風邪を引いたら気をつけたい 3 つのこと
1 ．食べ物で体を温める
最初に必要なことは体を冷やさないこと。低体温の

ボーイスカウト越谷 第六団
団委員長 前川 静男 様

時は免疫力が下がってしまいます。熱がある時も体

平素から私共の団体のご指導とご支援を頂き、発

温を下げようとして出る汗の為体が冷えやすくなりま

団の時から皆様にはお世話になっております。皆様

す。

のご支援に因りまして、この長きに渡り活動できており

熱があるときは冷たいものは美味しく感じられます

ます事を、この場をお借りして、改めて御礼申し上げ

が早く良くなるためにはグッと我慢しましょう。
2 ．ビタミンをしっかり摂る

ます。

風邪の時は何れのビタミンも、いつも以上に不足し

私共は今、子供が少なくなってきている中でござい

やすいのですが、特に不足しやすいビタミンは以下

ますが、約 30 名の小学 1 年生から大学生までを正会

の 3 つです。

員として活動しております。リーダー12 名の体制で行

・ビタミン C （みかん、レモン．いちご．キュウイフル

っております。いろいろと分けて活動しておりまして、
小学 1 年生、2 年生は「ビーバースカウト」、3 年生か

ーツ.など）
．ビタミン A （レバー．ウナギ、卵．にんじん、かぼ

ら 5 年生は「カブスカウト」、6 年生と中学生は「ボーイ

ちゃ、小松菜など）

スカウト」、高校生が「ベンチャースカウト」、大学生が

．ビタミン B 1（豚肉、大豆な）

「ローパースカウト」となっています。当然ながらそれ

これらの栄養素を多く含む食材をいつも以上に

ぞれでも、3 歳、4 歳の違いが出てくるような団体の中
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幹事報告

で、リーダシップを取りながら、協調性を養いながら、
そして最終的にはよりよい社会人になると言う事を目
的に、週 1 回、月 2 回から 3 回の活動をしております。
この「より良い社会人を」と言うのは非常に重要なこと
だと思っております。これは 1 年、2 年でできる事では
なく、小学 1 年生から大学生まで継続的に同じ考え
で、それぞれの世代に合った活動をすることによって、
少しでも近づいていけるように活動している状態で
す。
また、これから PR をしていかないといけないと言う
事で、先日も越谷の中央市民会館で開かれた、「第 9
回 協働フェスタ」に参加したりして、「ボーイスカウトと

須賀 篤史 幹事

はこういう物ですよ。」と言う PR をしているところです。

・越谷南 RC より 2 月・3 月の例会予定が届いており
ます。

今後共、ご支援、ご指導を頂戴できますよう、宜しく

・先週行われた理事役員会で承認された審議事項を

お願い致します。どうもありがとうございました。

報告いたします。
（1）3 月度プログラムの件
（2）新会員所属委員会・カウンセラーの件
伊藤 純会員→小林光則会員
出席・会場委員会、親睦委員会
菅山 浩会員→木村二夫会員
出席・会場委員会、社会奉仕委員会
（3）インターアクト協議会
（4）観桜例会

松井会長から助成金の授与が行われました
未来の立派な社会人達の為に、
これからも宜しくお願いします！
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ほど登録数が多い印象です。それだけ、アジアの人

3 分間ロータリー情報

達の、国際大会への関心が高いという事じゃないか
なと言う事が、データ的にわかりました。

雑誌記事紹介

長谷川 真也 エレクト
今回の 3 分間ロータリー情報は、国際大会につい
てお話しします。
本間 睦人 会員

国際大会は、ロータリー家族の世界的会合である

「合併・・・・・・その後」

ということです。今年度は、米国・アトランタです。
私自身は 6 月が忙しく行けないのですが、行ける

皆さんこんにちは。今日は雑誌記事紹介と言う事で、

方はどしどし行ってもらいたいなと思います。一人頭

ロータリーの友を読んでいましたら「合併・・・・・・その

35 万円くらいでアトランタに行けるらしいです。

後」と言う記事がありましたので、ご紹介します。
クラブの人数の減少で解散をしなければならなくな

今後の国際大会の予定：
2018 年 トロント（カナダ）6 月 24～27 日

り、合併する事になった時の話です。
その中に、たまたま八潮みらい RC の事が出ていま

2019 年 ハンブルグ（ドイツ）6 月 1～5 日
2020 年 ホノルル（米国ハワイ州）6 月 7～10 日

して。会員数の減少から、八潮中央 RC と、八潮シテ

2021 年 台北（台湾）6 月 13～16 日

ィ RC、それから草加 21RC の一部の会員で合併する

2022 年 ヒューストン（米国テキサス州）6 月 5～8 日

事になった時の話でした。そうして合併する中で、そ
れによってやめてしまう人が出たり、と言う様々な苦労

大会の行事と場所は暫定的であり、変更の可能性

が書かれています。結論としては、「いかにロータリー

があります。

の活動に展開していくか、大きな目的に向かっていく
参考までに今までの大会の登録人数ベスト 5 は、

かが大切なことであり、合併はその手段だと思いま

1 位 第 95 回 2004 年日本（大阪）45,381 人

す。」とまとめられています。
また、東京福生 RC の記事もありました。東京福生

2 位 第 107 回 2016 年韓国（ソウル）44,607 人
3 位 第 69 回 1978 年日本（東京）39,834 人

RC の記事では、合併すべきとした内情を、「ロータリ

4 位 第 96 回 2005 年アメリカ（シカゴ）39,460 人

ーの問題は会員の増強だと言うが、減少が問題と言

5 位 第 80 回 1989 年韓国（ソウル）38,878 人

うべきだ。」とした上で、こう分析しています。「ロータリ

数字を見て考えると、個人的には日本の方が近い

ークラブらしく事務局を設ければ、人件費と家賃と事
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務費用などの維持費は年間で約 300 万円ほど。例会

2 月 12 日（日）、第 29 回インターアクト協議会を独

場と分担金と食事代は一人当たり年間 10 万円。これ

協埼玉高校にて行います。先日役割分担表を皆様

を可能にする為に必要最小限の会員数は 30 人と算

に FAX させて頂きました。今回初めての試みで、私

出できるが、カツカツだ。それこそ周年事業や留学生

も手探りでやらせて頂いてるので、わからない事はお

がやってきたら倒産しかねない。」30 人を切ると、個

電話頂ければ、お答えしていきたいなと思います。

人負担などでの資金確保が必要となってしまうと言う

また、毎年の事ではありますが、3750 地区からの
訪日団、今年は 44 名の生徒と引率教師が 5 名、ロー

事です。
ちなみに、2770 地区 73 クラブ中、20 人以下のクラ

タリアンが 6 名という内訳になっています。我がクラブ

ブが 20 クラブで 27％。21 人となると、もう 5 クラブ増

に関しては、1 名の受け入れとなっています。2 月 14

えて 34％。約三分の一の割合で、21 人以下のクラブ

日に歓迎会という形で予定しております。勝手ながら、

が存在しています。特に一番少ないのは 7 人のクラ

後ほど封筒をお渡ししますので、志をご協力頂けれ

ブですが、現在も活動を続けています。その中ででき

ばなと考えております。宜しくお願いします。

る事業などを変えていけば続けて行けるのでしょうが、
大変だと思います。当クラブも約 50 人の会員がいま

外部卓話

すが、この時代、なかなか入ってくる人も少なく、40
周年、45 周年と迎える上で、皆さんも年を取っていき
ますので、亡くなられる方も出てくる。そういう時期に
来ているのかなと、この記事を読んでつくづく感じまし
た。
今後、増強できるなら何人でも増強して頂いて、よ
り良い活動ができるロータリークラブになってくれれば
いいかなと、ロータリーの友を読んで私は感じました。

委員会報告
ユーモアスピーチコンサルタント
若林 一声 様
「笑いと健康」
改めまして、皆様こんにちは。ご紹介を頂きました、
私、中高年希望の星と言われております、ユーモア
話術の若林 一声といいます。今日はお声を掛けて
頂いて、本当にありがとうございました。
別名、越谷のきみまろとも呼ばれております。
今日は笑いと言う事でございますので、大いに笑っ
てください。笑いというのは健康にも素晴らしいんだと
青少年奉仕委員会

言う事を少しでも知って頂ければ最高でございます。

関 雄二郎 委員長

最初に枕という事が書いてあるんですけれども、皆
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――今日ここに来る時にね、せんげん台の駅に降り

さん方はいろんなところでしゃべる機会が多いかと思
うんですが、日本人に一番欠けてるのは、「最初のユ

たんです。で、ちょっと駅員さんが端の方にいたもん

ーモア」なんですね。大概の人は壇上に出てくると、

ですから、場所を聞こうと思って駅員さんに切符渡し

みんな本題から入っちゃうんです。皆さんどっかでお

たら、いきなり駅員さんが私に向かって、パッと指で V

話しする時、その前にちょっと枕を頂けると、話がぐっ

の字を出すんです。あまり愛嬌いいから一声かけまし

と良くなってくるんですね。枕と言うのはできたらユー

たよ。『駅員さん、随分愛嬌がいいですね。』そしたら

モアがいいんです。この笑いで皆さん方の心を開く役

『お客さん違いますよ。20 円足りません。』て言われた

割がありまして、心を開いてくれたら、後は営業にしろ

んですよ。

何にしろ、すごくやりやすくなります。でも、枕と言うの

と、こんな感じで最初に枕を振って、皆さんの心を

は、笑いを取るんですけれとも、ここで面白い、得意

開いて頂いたところで、本題に入っていくというのが、

な話をするのは、枕じゃないですよ。あくまでも、季節

非常に良い話の仕方じゃなかろうかなと思っておりま

感、今の話題性、あるいはプロの方はプロのテクニッ

す。

クのあるユーモアを使うんです。今の時期でしたら、こ
んな感じで入っていったらいいんじゃないでしょうか。

今日はですね。笑いと健康と言うテーマでして。皆

――これ、皆さん、鉛筆でございます。何角形でしょ

さんご存知の、「笑う門には福来る」と言う事が昔から

うか？鉛筆は昔から六角形と決まっております。ところ

言われております。どうですか。毎日笑っております

が、2 月に入りますと、五角形の鉛筆が売りに出され

か。なかなか忙しくて、そういうわけにもいかないと思

るんです。ただし、文房具屋さんにはありませんよ。天

うでしょうが、でも、笑ってるだけで福が来るんですよ。

神様…つまり、受験生用に五角形の鉛筆が売りに出

福ったって洋服じゃないですよ。福とはなんでしょう。

されます。受験生はみんな買っていくんですね。それ

福とは健康とかお金とか仕事、恋愛、なんでもいいん

を持って試験場に臨むと、「試験に合格（五角）する」

です。いい事全部が福でございますね。これが単なる

ということで、験の良い五角形の鉛筆が売りに出され

笑ってるだけで来るんですから。しかもお金一銭もか

るんです。今、東京なんかもそうなんですけど、受験

かりません。笑いってのは、いつ何時、どこでもいい

生で旅館等々、いっぱいですね。旅館の親父さんが

んです。今日は「健康とお金」と言う事になっておりま

受験生の前でよく挨拶するそうで、ある時、いつもの

すけれども、全てにいいですよ。だから福が来ると言

ように挨拶したんですが、『皆さん、試験頑張って下さ

うんですね。ただ、いつ何時笑ったっていいですよと

いよ。そして来年も是非、うちに泊まって下さい』って

言ったって、夜中の 2 時には笑わない様に。救急車

言っちゃたなんて話もあります。また、旅館でも験担

呼ばれたって人もいますからね。

ぎがありまして、食べ物もどういう物が主に出てるかと

そんなことで、笑ってると必ず福が来る。商売もい

言うと、まず「とんかつ」。これは毎日出るそうです。そ

い、なにもいいってことになりますから、できるだけ笑

れから「かまぼこ」。とんかつは字の通りで、「試験に

いの時間を増やしてください。
逆に笑わないと、貧乏神と言うのがやってきます。

勝つように」と言う事ですよね。「かまぼこ」は「勉強が
板につくように」ということで、験を担いだそういった食

だから「笑いなさい」って言うんです。貧乏神が住み

べ物が良く出るそうです。

着いたら大変ですよ。なかなか出て行きません。その
貧乏神が一番嫌いなのが、笑いなんです。だから、

まずこんな話から皆さん入って行きましてね。あとは、

三日三晩、一生懸命笑うと、貧乏神が黙って出て行

プロがやるような枕と言うのはどういうのかと言うと。
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きますからね。その後ちゃんと福の神が来るようにで

そこから、笑ってください。言われた日から。毎日笑

きているんです。ですから、笑いは一番いいですよ。

ってください。そうすると、どういう結果をもたらすかと

と言う事につながって参ります。

言うと、1 年延びた、2 年延びたというのがザラにある

やはり健康と言うと、最初に出てくるのは「癌」と言う

そうです。私も「笑い学会」という所に入っているんで

事ですよね。新聞なんかを見ても癌で亡くなったって

すが、医者の方がよくそういう話をしています。ですか

方が結構多いんですけども、実は癌と笑いと言うのは

ら、諦めない。でも笑わないと、三月で終わっちゃい

深い繋がりがあります。今、二人に一人が癌の時代で

ますよ。笑うと、必ず延びると言う事ですね。

す。例えば今、私がここで 1 時間話したとすると、皆さ

癌のベスト 3 って知ってますか？「胃癌、肺癌、正

んの体に 200 個、癌の細胞ができるんです。で、一か

露丸」ていうくらいです。皆さんも、笑うと癌に大きな

月で 10 万個の癌細胞が出来ちゃうんですよ。ですか

影響がありますよと言う事でございます。

ら、全員癌持ちなんです。ところが、癌になる人となら

あと多いのが、糖尿病です。大体四人に一人です

ない人がいますよね。何が分けるのでしょう。これは

から、日本に 2,000 万人くらいいると言う事です。これ

「笑い」が分けるんです。

も、非常に笑いが関係してきます。血糖値を下げるの、

「NK 細胞」と言う言葉を聞いたことがある方もいる

大変ですよね。運動だとか、食べ物の管理とか大変

かと思います。「ナチュラルキラー」、殺し屋さんです。

なんですが、笑う事によって血糖値が下がるんです。

これはどういう事かと言いますと、毎日どんどん、どん

これもはっきり証明されてます。私も結構、そういう病

どん、癌細胞ができるんですけど、この NK 細胞さん

院に呼ばれるんですけども、病院で、1 時間笑わせる

が、体内をパトロールしてるんです。そしてこれが、ど

と、その後必ず血糖値が下がるんですよ。1 時間笑わ

んどん、どんどん、癌細胞をやっつけて殺してくれる

せただけですよ。だから笑いってのはすごいですね。

から、癌になる人とならない人が出てくるんです。そこ

運動だとかなんだとかしなくても、下がっちゃうんです。

まではいいんです。この NK 細胞がいつまでも元気

そんなこともありますんで、笑ってください。

ならいいですよ。だけど、この NK 細胞が弱い物があ

一番悪いのは、ストレスなんですよ。全ての病気の

るんです。それが「ストレス」です。一度体内にストレス

根源は、ここにありと言う事なんです。なんでもストレス

が入ってくると、この NK 細胞はぐにゃ～っとしてしま

が入ってきちゃうと、ほとんど病気になっちゃうんです

うんです。そうなると、全然癌細胞を殺す力はありませ

ね。皆さんは何かストレスを取る対策してますか？奥

ん。ところが、いい事が発見されましてね。その後に

様だったら、カラオケに行くとか。男性だったら居酒屋

「笑い」が入ってくると、その NK 細胞が元気になると

で飲んでるとか。これも確かに下がるんですよ。でも、

言う事が証明されてるんです。だから「笑いなさい」っ

検査の結果では大体 2 割くらいしか下がらないんで

て言うんですよ。ここで笑わないと、癌細胞がどんど

す。じゃあ後の 8 割はどうするんだってなりますよね。

ん増えちゃって、癌になっちゃいますよと。「一笑い

ストレスと言うのは、要するにゴミですから。どろどろの

2,000」ていう言葉があるんですよ。一回大笑いすると、

汚いゴミが体に入ってるんですよ。だから病気になっ

癌細胞 2,000 個やっつけます。と言う事ですから、年

ちゃうんですね。このごみを、取ればいいんですよね。

がら年中笑っていると、癌に非常になりにくいと言う事

簡単に言っちゃうと、ゴミの収集日。あの時に一緒に

です。

落しちゃえばいいんですよ。ゴミと一緒に、体のストレ
スも。これは、口に出して言えばいいんです。「今日

極端な話、「あなた寿命は後三月ですよ」と言われ

は体の中のストレスを、全部出しました。」と、口に出し

たらどうしますか？
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て 10 回言えば一番いいんですね。そうすると「叶う」と

の友達が大阪にいたんですが、電話をしてみました。

言う字になりますから、その通り叶うと思うんです。な

『困ったよ。うちの息子学校に行かないんだけど、何

ので、ストレスと言うのは気持ちの問題です。だからこ

かいい方法はないかな。』と相談したんです。そしたら、

れも一つの方法だと思っております。

その友人が『すぐ大阪に連れて来い』っていうんです。

それから、「免疫力」。これも笑いがあるとないとで

藁をもつかむ気持ちで、お父さんは息子を連れて大

全然違います。どんどん免疫力が上がっていきます

阪に飛んでいきました。そうしたらいきなり吉本興業に

からね。要するに、笑いってのはすべてにいいんで

連れて行ったんです。ところが、中 1 の男の子が最初

すよね。どんなところでも笑ったその場所で、効果が

なかなか笑わなかった。でも、さすがプロの人達、15

あるんです。どこでもいいんです。例えば朝起きたら

分くらいしたら少し笑い出した。30 分もしたら、かなり

笑ってください。笑ったらスカッとして、今日も一日元

笑っていたそうです。それはそうです。一流のお笑い

気に行こうという、そういう笑いの働きに変わりますね。

の芸人さんがやってるんですから。そしたらお父さん

昼間でもいいんですよ。食前食後に笑ってください。

がびっくりして、『最近、息子の笑った顔を見たことな

消化がよくなりますから。「笑い薬」と言いまして、笑い

かった』って。更に 1 時間も経ったら、大笑いしてたそ

もひとつの薬なんです。副作用はありません。いくら

うです。その会場に 2 時間いたそうです。それから四

笑ってもいいんです。笑いすぎて死んだって人いま

国に帰ると、息子がすぐに両親に言いました。『ぼく、

すか？いないでしょう？いくら笑ったって、大丈夫な

明日から学校に行く。』誰が説得しても行かなかった

んです。いっぱい笑ってください。

のに、たった 2 時間笑っただけで。

と言うわけでございますので、いっぱい笑っていた

つまりこれは、胸にいろんな悩みがあったんですね。

だければ、大変結構かなと言う事ですね。

それが大笑いする事によって、全部飛んでっちゃっ

笑いと言う字を思い浮かべて下さい。竹と書いて、

た。だから、悩み事があったらまず皆さん、笑ってくだ

下に天と書きますね。竹は松竹梅、幸せと言う意味な

さい。一番いけないのは、落ち込んじゃう事。勉強で

んです。ですから、笑ってると幸せが天まで届きます

も仕事でも、色々ありますよね。落ち込んでる時いくら

よ。そのぐらいの力がありますよ。と言う事なんです。

営業してもだめですよ。その時は、笑いなさい。まず

これをなぜ皆さん使わないんですか。お金一銭も掛

元気が出るんです。その次にやる気が出てくるんで

かんないんですから。

す。これが笑いのダブル効果と言います。これはほか

では、その笑いの力、例題をもってお話したいと思

の薬を飲んだって、絶対こんなことはあり得ませんよ。

います。

だから笑いで元気とやる気を出して、それから営業に

今、「登校拒否」がありますね。小学生とか中学生

入りなさいと言っています。そういう効果が、笑いには

で、学校行かないって子がいるんですね。いじめだっ

あります。
それから、長生きするのにも、笑いがやはりいいん

たりいろんな問題があるんでしょう。これは実際にあっ
た問題なんですけど、四国の中学 1 年生の男の子が、

ですね。今なんだかんだ言ったって日本の長寿は世

学校に行かず毎日家で暗くすごしてる。お父さんお

界一ですよ。女性に至っては 13 年連続で世界一の

母さん困っちゃった。学校の先生が来てくれます。生

長寿国だと言われています。じゃあなぜ、日本はこん

徒も来てくれます。親戚も来る。近所の人も来る。いろ

なに長生きできるんですか？他にいい国っていくらで

んな人が学校に行くように説得するんですが、ガンと

もあるのに。これはなにかと、私なりに考えました。こ

聞かない。さあ困った。そんな時、たまたまお父さん

れはね、温泉の数が世界一なんです。そしてお風呂
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はどこの家庭にもあります。これは日本だけです。後、

言ってるんですよ。更にもう一つ聞いていたんです。

高齢者の好きな健康ランド、デイサービス。全部お風

『何か悩みありますか？』て聞いたら『ある』と答えたん

呂があるんです。つまり、世界で一番お風呂に入って

です。120 歳まであるってことはどういう事かわかりま

るのが日本人なんです。だから世界一の長寿国なん

す？つまり、死ぬまであるってことです。時々聞くと、

です。昔から言うでしょ。「不老（風呂）長寿」って。ま

私は悩みありませんっていう人がいますけど、たまた

あ冗談もありますが、お風呂に入るってことは、血の

ま「今は」ないっていうだけの話なんですよね。今の複

流れがとても良くなるんです。嘘じゃないですよ。で

雑な世の中で悩みがないなんてこと、あり得ない。だ

すから、みなさんどんどんお風呂に入って下さい。

ってそのおじいちゃんは『ある』って言うんですから。

それから、長寿に関してはいろんな先生が、こうす

それで、『その悩みはなんですか？』って聞いたら、

れば長生きできますよ。どうですよっていいますよね。

『息子が 95 歳になるんだけども、ぼけやしないかとそ

あれ、いくら聞いたって、実際に生きるかどうかわから

れが心配でなりません。』って。こういう話を聞くとね、

ないんですよね。話だけですから。だから一番いいの

いくつになっても、親孝行はしなくちゃいけないなと

はなにかと言うと、実際に生きた人の真似をするって

つくづく思うわけでございます。

ことなんです。今、4 万 6 千人いるんですよ。100 歳以

まあ、いろんな本読んだりして勉強するのもいいで

上の方が。ですから皆さんのご近所に、一人や二人

すが、やっぱり実際に生きてる人に聞いて、真似する

いると思うんですね。もしいたら、その人からいろいろ

ことほど確実な事はないと思うんですよ。

聞きなさい。どんな物を食べたのか、どういう生活をし

それから、年を取ると食べ物も大事ですよね。油物

たのか。その通りの生活をすれば、100 歳まで生きる

は食べ過ぎちゃいけません。良くない理由はね、老

可能性が高いんですよね。実際に生きてる人の話な

化現象を起こすと言われてます。なぜ油物を摂ると老

んですから。

化現象を起こすのか。油を英語で言うと「オイル」って

日本で一番長生きした人、知ってますか？泉 重

いうんですよね。「老いる」ていうのは老化現象ですか

千代さんと言う、鹿児島県徳之島の方です。この人は、

らね。これからは「オイル」を見たら、気を付けて行こう

日本で唯一、120 歳まで生きてるんです。今の医学

と思うのが大事かなと思います。

で、120、125 歳まで生きると言いますが、生きた人い
最後に「話の締め方」なんて硬い事書いてあります

ないんですよ。でしたら、この人の生き方を真似すれ
ばいいじゃないんですかね。昔、NHK の番組に生

が、要は「最後閉めると決まりますよ」って言う事でし

中継で出てたんですよ。それでテレビ局の人が『おじ

て、どういう話なら閉まるのかと言いますと、日常生活

いちゃん、長生きの秘訣はなんですか？』と聞いたら、

で大事な事ですね。こういうのを最後に入れると頭に

『早寝、早起き、腹八分目。くよくよしないで働く事。プ

残るんです。例えば結婚式で花束贈呈ってあるでし

ラス、お酒を少々、毎日飲むことだ。』て言ったんです。

ょう。あれ聞くとみんな涙になっちゃてね。なんだか感

ですからね、皆さんも真似をすればいいんですよ。そ

動的な感じになるんですが、あんな感じのを話の最

れからもう一つ質問したんです。『どういう女性が好き

後に持ってくるといいですね。要するに話と言うのは、

ですか？』て。そしたら、なんて言ったと思います？

結婚式の真似をすると一番いいんです。結婚式は、

『俺は年上の女が好きだ。』って言ったんです。長生

式から始まって披露宴で楽しんで、最後に感動の花

きする人は、ひとつ何か、冗談とか笑いを、なにかの

束贈呈。って決まってますよね。お話もそういうのを意

形で持ってますね。泉さんも結構いろんな所で冗談

識して、例えば、私が話に行く所は中高年が多いん
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ですが、中高年と言うのは交通事故が多くてね。皆さ

・会の皆様、この度は入会ご承認ありがとうござ

んも、赤信号で渡ったことがある方、結構多いでしょう。

伊藤 純

いました。

・結婚祝いありがとうございます。55 回目を迎

皆さんお忙しいから。ところがね、赤信号で渡って事

太田 靖彦

えました。

故に遭った人ってまずいないんですよ。青信号で事

・世界平和の為に、スマイル宜しくお願いします。

故に遭うんですよ。なぜ赤信号で事故に遭わないか、
知ってますか？赤信号で渡る時は、怖いですから、

大濱 裕広

左右をよく確認して、来ないのを確認して渡るから事

・昨日娘夫婦に男の子が生まれました。感謝！感
岡﨑 勲

謝！

故に遭わないんです。青信号はなぜ危ないかと言う

・久し振りに帰宅する人（コリンさん）を待つ生

と、黄色信号で飛び込んで来る自転車やトラックにイ

髙 瑠美子

活を味わってます。

ライラして、青信号になるとすぐ飛び出す。ここで事故
が起こるんですね。ですから、私よく年配の方に言う

・毎日寒いですね。

小林 政一

のは、青信号になっても、すぐに出ちゃだめだよって。

・寒い毎日、健康に気を付けましょう
小林 操

脇から来るから。青になってから、左右を確認して、そ

・先週末、青少年交換委員会で来日生を連れてス

れから出なさいって。青を信用しちゃだめだよって。
それで、年配の方が事故に遭わない方法。どうしたら

キーツアーに行ってきました。コリンはやはり

いいかって言うと、絶対表に出ない事。なかなかそう

とても上手でした。今度、どなたか一緒にスキ

もいきませんね。

ーへ行きませんか？

小宮山 大介

・誕生祝いありがとうございます。本日にて 62

では、ご清聴ありがとうございました。

関森 初義

歳を迎えます。

・2 月 12 日インターアクト協議会、宜しくお願
関 雄二郎

いします。

・インターアクト、欠席すみません。
髙橋 忠克
・この一週間、インフルエンザ A 型で死んでまし
・若林 一声様、本日卓話宜しく御願いします。

た。まだ生き返っていません。皆様も御注意

12 日のインターアクト協議会宜しく御願い

堀野 眞孝

を！
・世界平和の為に。

します。
松井

本間 孝

昭夫

・若林様、ようこそいらっしゃいました。本日
の卓話宜しくお願いします。

須賀

出席報告

篤史

・先週、お袋の四十九日を済ませ、遺骨を埋葬
しました。やっと普段の生活に戻りました。
石井 知章
・若林 一声様、本日卓話宜しく御願いします。
市川 洋和 ・ 今井 英治 ・ 大熊 正行

会員数

52 名

出席免除者

14 名

出席者

35 名

欠席者

17 名

出席率

74.5%

小林 光則 ・ 宮﨑 敏博 ・ 松﨑 義一
越谷北ロータリークラブ
「高潔さを持って、奉仕と・親睦に・友情を」
2016-2017 松井 昭夫会長 提言
ホームページアドレス http://koshigayakitarc.dyndns.org/

10

2016-2017 国際ロータリーテーマ
“人類に奉仕するロータリー”
ＲＩ会長 ジョン F.ジャーム

週報
第 2770 地区

第 8 グループ

2017 年 2 月 12 日 獨協埼玉高校
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当日は早朝より多くの会員様にお集まりいただきあ
りがとうございました。生徒が企画するインターアクト
協議会を、越谷北ロータリークラブがサポートし開催
させていただきましたが、生徒も RC 会員も満足度の
高い一日となりました。
午前中は生徒の緊張も感じましたが、午後からは
打ち解け会って、様々なアトラクションも盛り上がりま
した。
2017 年 8 月にはインターアクト年次総会が予定され
ており、越谷北 RC はサポートクラブとして関わらせて
いただく事となります。ご協力をどうぞ宜しくお願い致
します。
獨協生と訪日生の東京観光は、昨年は浅草～スカ
イツリーでしたが、今年は原宿～表参道の観光を生
徒が企画し、サポートさせていただきました。現在 1
年生の獨協生の子とは、来年はどこの観光にしようか
というお話も出来ました。夜には、歓送迎会のお食事
をサンオーク 美都炉にて開催させていただきまし
た。

越谷北ロータリークラブ
「高潔さを持って、奉仕と・親睦に・友情を」
2016-2017 松井 昭夫会長 提言
ホームページアドレス http://koshigayakitarc.dyndns.org/
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