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1．点鐘
2．ロータリーソング

「君が代」 「奉仕の理想」

3．四つのテスト
4．結婚 ・ 誕生祝い
5．会長卓話
6．幹事報告

長谷川 真也 会長

7．委員会報告
8．卓話

本日の卓話は、人口について卓話いたします。

「健康について」

皆様もご存じだと思いますが、5 市 1 町の合併の話

9．スマイル報告

があります。埼玉県東南部地域にある草加市・越谷

10．出席報告

市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町の 5 市 1 町では、
昭和 40 年から東埼玉資源環境組合で、可燃ごみと
して尿の共同処理を行っています。この経験を活かし、
その他の広域的な行政課題についても 5 市 1 町で連
携を図るため、平成 3 年度に埼玉県東南部都市連絡
調整会議を設立し、調査研究を行っています。その
結果、「公共施設の相互利用」をはじめ、「図書館の

次回例会案内 平成 29 年 11 月 12 日

広域利用」、「重症心身障害児施設中川の郷療育セ

第 2770 地区 地区大会

ンターの共同設置」、「埼玉県東南部地域公共施設
予約案内システム（通称：まんまるよやく）の稼動」など、
様々な事業が展開されております。また、平成 18 年
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度からは、5 市 1 町の住民の方が参加できる事業を
開催しており、今後は、住民の方のニーズを取り入れ

市町村人口ランキング

ながら、5 市 1 町での広域行政を一層進めていきたい
と考えております。

ここで都道府県人口ランキング

越谷市は、62 位です。前後が 61 位 滋賀県大津
市 63 位 北海道旭川市です。ただこの埼玉東部地
区は、人口が増加しています。
ちなみに埼玉県内の人口 BEST 5 は、1 位 さい
たま市、2 位 川口市、3 位 川越市、4 位 所沢市、
5 位 越谷市となっております。
以上で本日の卓話を終わります。
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・越谷市交通安全対策協議会より、越谷市交通安全

結婚・誕生祝い

市民大会開催の案内が届いております。
・クラブより、11 月 11 日の地区大会に関しまして、当
クラブ 100％の登録をしております。皆様の出席を
宜しくお願い致します。
・クラブより、本日例会終了後、第 5 回理事・役員会と
なっております。理事・役員の皆様のご出席をお願
い致します。

委員会報告
・ロータリー財団委員会 ： 大濱 裕広 会員
誕生祝い

石井 知章 会員

今月は財団月間となっております。財団が$200、ポ

小林 操 会員 ・ 江口 公晴 会員

リオが$50 と言う事ですので、現在 114 円と言う事で

市川 洋和 会員 ・ 吉田 実 会員

28,500 円になっております。なるべく早めの寄付を
お願い致します。

結婚祝い

菅山 浩 会員

鈴木 英男 会員 ・ 黒田 幸英 会員

・青少年奉仕委員会 ： 並木 勇一 委員長

・～ おめでとうございます！～・

高校生海外研修派遣団員に参加したいと、獨協埼
玉高校インターアクター林田さんより申し込みがあり

幹事報告

ました。林田さんが選考に合格すると、2 月に来日さ
れる韓国 3750 地区の高校生の受け入れを行う事と
なります。日程は未定ですが、2 月を予定しており、
約一週間となります。
受け入れにご協力頂ける会員様がいらっしゃいまし
たら、並木までご連絡ください。皆様のご協力をお願
い致します。
・親睦委員会 ： 大濱 裕広 委員長
皆様には FAX でお知らせしておりますが、新入会
員歓迎会を 11 月 15 日に「正八寿し」で行います。10

大島 直幸 幹事

日までの締め切りとなっておりますので、なるべく早め

・地区より、第 29 回ローターアクト地区年次大会開催

に出欠のご返信をお願いしたいと思います。新入会

のご案内が届いております。開催日は 1 月 27 日、

員の歓迎会と言う事ですので、なるべくご都合を合わ

市民会館うらわで行われるそうです。

せて頂いて、ご参加頂けたらと思っております。宜しく

・11 月のロータリーレートは 114 円です。

お願い致します。
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腎臓癌という事で、すぐに取った方がいいと言われ手

卓 話

術をしました。とにかく早期発見する為に、チェックを
することが大切だと思いました。
それと、最近耳にしたのは、突然死の中で、変な症
状が出てくるものがあるという話です。歯が痛い、耳
が痛い、肩こりが起こった、でも調べるとどこにも原因
がない。これが、狭心症や心筋梗塞の前駆だったり
するようです。なぜかと言うと、何本もある神経の中で、
痛みの出ている神経のすぐ隣の関係ない神経が刺
激されたりするそうです。歯の痛み、肩こり、同じような
状態になった時に痛みが出る場合は、検査してみた
方がいいかもしれません。

長谷川 真也 会長
本日は今年度の私の会長提言であります、「元気で
楽しいロータリー活動」と言う事で、ちょうど先週有志
の方々で行われた長寿の会を見て、元気の秘訣に
ついて、やはり長寿の方から教えてもらいたいなと思
っております。宜しくお願い致します。

鈴木 由也 会員
私も 87 歳になりまして、どうして鈴木さんは元気で
いるんだろうと思う方もいるようですけども、ちょっと、
触りだけお話したいと思います。自分の体験からいい
ますと、健康の喜びという物を、しっかりと確認する事。
これが基本なんですね。普通は誰もが、健康が当たり
本間 孝 会員

前だと思って生活していて、何にも健康への対応の

実を言いますと、54 歳の時、腎臓癌で入院して腎

仕方ができていません。私に言わせれば、健康の喜

臓を摘出しました。幸い早期発見と言う事なのですが、

び、健康でいると言う事がどれだけ嬉しい事かといつ

なぜ早くわかったと言うと、たまたま夏に田舎に帰る

も確認していると、全ての行動が喜びからスタートす

時、サービスエリアで車を降りた際に私がふらついた

る事ができます。どういうことで一番確認できるかと言

らしいんです。それで息子二人がおかしいよと言う事

うと、まず、病気見舞いで病院に行きますよね。見舞

で、帰ってすぐに大学病院の人間ドックを予約して行

い相手の所に行くまでに、若い人がベッドで寝ていた

きました。その結果、症状は何もなかったのですが、

りするのを見ると、気の毒だな…と思う。旅行などに行
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くと、ヨタヨタと歩いている人がいる。全てできる、健康

くなりました。それから 20 年近く経っていますが、尿

である、その喜びを知る事がまず一点。

管結石にはなっていません。ただ、ロータリークラブ

二つ目は健康という物は自分で築き上げる物だと

に入ってからお付き合いも増え、体重も 10kg くらい

言う事です。天からの授かりものではありません。どれ

プラスになってしまいまして、つい最近の健康診断で

だけ健康に関して、お金と時間をかけ、そして努力を

は、中性脂肪が 400 くらいになってしまって、先生か

するか。いかに必死になって立ち向かうか。私は 90

ら注意を受けました。先程からいろいろと、先輩方の

歳になっても、このロータリーで話しますと自信を持っ

お話を聞きまして、病気にならないように注意すべき

て言います。

ところがあると思いますので、注意していきたいと思い

それから、前にいた石井さんが 83 歳の時。なんで

ます。そして、80 歳を元気よく生きられるようになりた

そんなに健康なのか。と聞かれてこう答えました。「そ

いと思います。

んなの簡単だよ。病気にならなければいいんだ。」う
まい事言うなと思いましたね。この、「病気にならない
と言う事」が正解なんです。今の衣食住の環境を考え
ると、皆さん長生きする事でしょう。ただ、悲しい事に
最近まで元気だったのに、病気になってしまうとそう
はいかない。要は病気になる手前で、U ターンする事
が大事です。じゃあ、どうやったら病気にならないの
かと言うと、話が長くなりますので、また次の機会で。

近藤 愼悟 会員
私が健康に気を付けていることは、食事に関しては
最初に野菜を食べるよう心がけてます。あとは日頃の
運動を行うようにして、スポーツジムも週に 1 回は行く
ようにしています。あとは、野球クラブもできたので、ス
ポーツ事にはできる限り関わっていこうかなと思って
います。
大濱 裕広 会員
私 47 歳ですが、今まで大きな病気と言う病気があり
ませんで、唯一病気と言えるのが、29 歳の時に尿管
結石になったことです。その原因と言うのが、先生が
言うには夜中のラーメン、缶コーヒーのせいだと言う
事でした。死ぬかと思うくらいの物凄い痛みで、それ
から健康について考える事になりました。野菜を 10
種類くらい刻んで食べて、二週間くらいすると少し良
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後は今健康に気を付けてることと言えば、玉子をた
くさん食べることですね。1 日に 2 個食べるとコレステ
ロール値が上がると言われていますが、100 年前の
迷信なんです。そもそもなぜそういう話になったかと
言うと、もともと草食のウサギに玉子を食べさせる実験
をして、その結果コレステロール値がどかんと上がっ
てしまったせいで、そういう迷信が生まれてしまったん
です。人間は雑食ですので、玉子を食べる事によっ
てコレステロール値が上がるわけはないんです。全然
知られてない話なんですが、これを広めて頂ければ、
須賀 篤史 会員

皆さんも健康になれますし、私もロータリーにいられる

私はまだ全然、どこがどうと言うことはないんですが、

かな。と言う所です。

先程会長から、会長・幹事をやる年に体を壊すと言う
話がありましたが、私は去年幹事をやる前より 10ｋｇ
以上太りまして、白髪も今まで一本も生えてなかった
のが、たまに一本ぐらい生えてたりするんですね。スト
レスかな、なんて思うんですが。
それで、私も 28 歳くらいの時に、声が掠れて声帯
ポリープに罹ったのですが、何で気づいたかと言いま
すと、高校の同窓会がたまたまありまして、その時同
級生に、「すごい掠れ声だけど、風邪引いてるの？」
と言われたんです。いつも接している家族などは気付
きませんでしたが、10 年振りくらいに会った友達から

大熊 正行 会員

すると、すごく掠れているように感じたようです。それ

ご先祖様とか両親からもらった体が健康だったのか

で病院に行くことを勧められて行ってみましたら、大き

な、と思うんですが、煙草はやめて 8 年になりますが、

いポリープがありました。幸い悪性ではなかったので、

35 年間吸っていました。計算してみたら 100 万本くら

一週間入院して取りましたが、その時病院で、気管支

い吸ってるんです。大体 1 日 80 本吸っていて、遅く

関係が弱いので煙草をやめなさいと言われました。

まで飲んでると 100 本、それが朝方まで飲んでると

すぐにはやめられなかったのですが、37 歳の時に小

120 本。当時はショートホープを 100 本吸っていて、

林光則さんにトライアスロンを勧められて、さすがに煙

それからセブンスターに替えたんですが、軽くしても

草はやめた方がいいかなと言う事で、やめてもう 5 年

重くしても吸う本数は変わらないんですね。それから

になりました。また、ふと違う機会に占いを受けた時に、

仕事も現場仕事を 40 歳くらいまでやっていましたが、

占いの人にも気管支関係が弱いから、もし煙草を吸

その頃はそんなに太ったりしませんでした。が、お酒

ってるならやめなさいと言われました。それがちょうど

も大分飲んでましたし、甘い缶コーヒーを 1 日 6 本く

37 歳の時で、それもあってやめられたのかなと思いま

らい飲んだりもしていて、そこに寝不足も加わってな

した。

んだかんだと若さで乗り切ってましたが、せめて何か
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やめなきゃだめだなと思った時に、消去法で考えて
行って、酒だけはお付き合いもあるし、好きだしやめ
られない。酒とたばこどっちかやめるってなった時に、
迷わず煙草を選びました。何度トライしてもやめられ

・本日健康について会員の皆様、長生きの秘訣教え

なかったんですが、ちょうど 7 年前の大幅値上げの際、

て下さい。

大量に買い置きするかやめるか考えた時、買い置き

長谷川真也

すれば金額は大変なことになるし、ここでやめられな

・誕生祝どうもありがとうございます。

かったらもうやめないな。と思ってやめました。それか

江口公晴・市川洋和・吉田実・小林操

らパチンコに行くのもやめて、飲みに行く機会も減っ

・結婚祝いありがとうございます。

たのもあり、また私無呼吸症候群だったのですが、そ

菅山浩・黒田幸英・鈴木英男

れも小林光則さんに呼吸器科の先生を紹介してもら

・今月は財団月間なので、宜しく御願い致します。

って睡眠不足も解消されたら、昼間の眠気や体のだ

髙橋忠克

るさがなくなったような気がします。また、休みの時な

・先日はありがとうございました。

どに仲間がいれば、できるだけゴルフに行くようにし

髙橋正美・櫻井智之

ています。それから、お酒も飲むのですが、なるべく

・寒さが日頃から厳しくなりました。健康に留意しまし

はしごしたり長時間飲まないようにしています。寝る時

ょう。

はしっかり寝て、たまにいっぱい飲んでしまった時は、

関森初義

飲んだ時間の倍ぐらい寝るようにしています。あとは

・3 日から女房と桂林に行ってきます。

スポーツジムにも行ってまして、最低でも週に 2 回、

堀野眞孝

理想では 3、4 回行きたいのですが、なかなかそういう

・先日のゴルフでハーフ 36 出ました。一部の人が信

わけにもいきません。それ以外ではゴルフの時もカー

じてないけど本当です。

トがあってもなるべく歩くようにしたり、あるいは時間が

大熊正行

あれば、近所なら歩いて行けるところは歩いて行くよう

・本日宜しく御願いします。

にしています。そういう事を少しずつ心がけています。

松井昭夫・宮﨑敏博・髙瑠美子・一柳昌利

それからサプリメントもなんだかんだで 5 種類くらい飲

・世界平和の為に

んだり、良い水というのもいろいろ飲んだりしています。

大濱裕広

それからやっぱり気持ちの問題だと思うので、年齢よ

出席報告

り若い行動をしたりするのもいい事なのかなと思ったり
もします。いい影響も受けたりして、お陰様で今まで
大病も大きな怪我もなく過ごしてきました。過信や油

会員数

54 名

断せずに、これからも意識して気を付けて行きたいな

出席免除者

15 名

と思います。

出席者

38 名

出席率

79 %
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