
                                                               

本日の例会（第１７８３回）     ６／１３（水） 
◆クラブフォーラムを行います。 
 

次回の例会（第１７８４回）     ６／２０（水） 
◆夜間例会及び I.D.M.を行います。 

時間：午後 5 時 00 分～ 受付 

   午後 5 時 30 分  開始 

場所：名古屋東急ホテル ４階「舞」の間 

 

第１７８２回例会記録      ６／６（水）雨 
◆司   会 小關 敏光君 

◆斉   唱 国歌・君が代／RS・奉仕の理想 

♦ゲスト紹介 医療法人正医会 近松医院 院長 近松 均様  

出 席 報 告 

会 員 数  ３６名  前々回訂正  1780 回例会 

欠席会員数  ７名  欠 席 会 員  1 名中 

出席会員数  ２９名  MAKE UP  0 名 

出 席 率  80.56％  出席率訂正  96.00％ 

  

会  長  挨  拶 

 会長 加藤 あつこ 

  

 

 

 

 

 

 

 

皆さま こんにちは。紫陽花の花が雨に美しく濡れて咲いています。 

東海地方の梅雨入りもいよいよです。ロータリーの 2017～18 年

度のスケジュールも いよいよです。 

本日は 会員卓話のスピーカーとして 近松 均様のご来訪です。 

伊藤 晋一さんの会員卓話のご依頼にて お越しくださいました。 

近松先生 お久しぶりでございます。ようこそ お越しくださいま

した。 

ありがとうございます。会員一同、大喜びでございます。過日は、

名北ロータリークラブに温かいご芳志を賜りましてありがとうござ

います。頂きました高価なカメラは有効活用させていただいていま

す。さて 先生には お忙しいところ お時間をいただき感謝申し

上げます。後ほど、「生活習慣と健康」のテーマにて 卓話をいただ

きます。よろしく お願い申し上げます。 

本日は、ダブル大喜びでございます。新会員になられる 吉村 知

紗様の入会式がございます。吉村さん！ 会員一同 心より 歓迎

申し上げます。仲よく ロータリーライフを楽しんでまいりましょ

う。 

さて 6 月は、ロータリー親睦活動月間です。昨日、5 日は、錦ロ

ータリークラブさんに例会訪問してまいりました。また 8 日には、

親クラブの北ロータリークラブさんに 直前会長の西脇さんと一緒

に例会訪問してまいります。この 1 年の親睦の感謝とお礼に行って

まいります。 

先週 ロータリーの友が届きました。本日は「ロータリーの友」

の話をしたいと思います。始めは、親睦活動報告について（P14）、

囲碁での親睦活動についてです。続いては、RI会長のイアン・ライ

ズリー会長からの提唱の「一人 1 本の木を植えよう」という植樹活

動が掲載されています。（P8）です。第 2760 地区では、名古屋市

内 25RCの植樹活動 2018年 03月 11日 開催された記事で

す。当日は、社会奉仕委員長の梶川さんと参加いたしました。私は、

特に （P22）に掲載されている 米山記念奨学事業 50年のあゆ

み⑦が、目にとまりました。国際ロータリー会長の田中作次さんの

記事です。 

【思えば不思議なものです。誘われるままに 36 歳でロータリーに

入会したものの、最初の数年は全く面白くなく、そろそろ辞めよう

かと考えていた時、例会で聞いた職業奉仕の卓話が、私の生き方と

人生を一変させました。お金をもらう、もらわないにかかわらず、

奉仕とは「人のために尽くすこと」、われわれはそのために生きてい

るのだという話に、目の覚める思いがしました。 それからは進ん

で人の喜ぶ事をしようと心掛け、人に喜んでもらうことが自分の喜

びになりました。そして、どんな些細なことでも、人のために尽く

すことが、われわれの究極の目標である「平和」につながるのだと

気づいたのです。】以上 

 人生、山あり谷ありロータリーライフも迷ったり悩んだりすると

思います。しかし みんなで笑顔で語り合い、楽しい交流、手に手

をとってロータリーライフを過ごしていけることを願っています。

会員一丸となって会員増強にお力を貸してください。 

今日は何の日 

 1281 年：弘安の役が起こる。日本に攻め込んできた元のフビラ

イは、2 度目になりますが、再び日本にやってくる。1

度目は、文永の役 

 1863 年：高杉 晋作、騎兵隊を結成 

 1944 年：フランス・ノルマンディー海岸で連合軍が史上最大の

作戦 

 1965 年：日本サッカーリーグ開幕。初年度優勝は東洋工業 

2017-18年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 

愛 

～親睦・奉仕を通じて、     
ロータリーを楽しもう～ 

 

ロータリークラブ 

W e e k l y  R e p o r t
２０１７～２０１８年度 Ｎｏ．４４ 

例会日：毎週水曜日 １２：３０～１３：３０ 創立：昭和５６年３月４日 

例会場：ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 中区錦三丁目 15-30 （052）953-5111 

事務局：名古屋市中区錦三丁目 15-30 ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 560号室 

   （052）961-2399（直通） （052）953-5111 FAX（052）961-2391 

   E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp 

会 長：加藤 あつこ 幹 事：杉浦 定文 会報委員長：足立 陽一郎 題 字：遠藤 友彦 



  

1970 年：昔から、踊りや邦楽などの芸事は、6 歳の 6 月 6 日から

始めると上達すると言われている。 

楽器の日。邦楽の日。生け花の日。など 

 1930 年：日本初の女子アパート登場 

      東京・大塚に初の女子アパートがお目見えした。1 階

は店舗、2 階から上が住居の鉄筋コンクリート 5 階建

て。部屋の広さは 4 畳半から 6 畳、和室の家賃が 9 円

50 銭から 11 円。洋室は 10円から 16 円だった。共

有スペースの娯楽室や 30 人が入浴できる風呂場もあ

り施設は充実していた。女子専用だけに、面会は応接

室でのみ、もちろん男子禁制だったという。 

 

幹 事 報 告 

１．本日より、吉村 知紗（よしむら ちさ）さんが入会されます。

所属委員会は、親睦活動委員会です。従いまして、本日より会員数

は３６名になりました。後程、入会式を執り行いますのでよろしく

お願いいたします。 

２．来る６月２０日（水）の夜間例会及びＩ.Ｄ.Ｍ.の出欠票の締め切

りは本日までとなっております。未提出の方は、早急によろしくお

願い致します。 

 

－ 吉村
よしむら

 知紗
ち さ

さんが入会 － 
入会式は、足立ロータリー情報委員長が「ロータリーの目的」を

朗読したあと、吉村新入会員が「四つのテスト」を朗読し、ロータ

リアンとしてそれらの遵守を誓約。ついで加藤会長より「ロータリ

ーの目的」、「四つのテスト」、バナーの贈呈並びにエンブレムの贈呈。

推薦者 杉浦 定文君からの紹介と吉村さんより入会挨拶が行われ、

歓迎の拍手で入会式は終了致しました。 

 

  － 吉村さんのプロフィール － 
吉村 知紗（よしむら ちさ）さん（推薦者・杉浦 定文君） 

事業所：吉村製材株式会社 

        名古屋中川区山王４-２-１４ 

地  位：監査   

職業分類：製材業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
入会した吉村さん（右より 2 番目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓話 
「生活習慣と健康 －健康寿命を考える－」 

医療法人正医会 近松医院 院長 近松 均様 

 

 

 

 

 

 

世界有数の長寿国である日本に住む私たちの平均寿命は男性が約

81 歳、女性が約 87 歳です。一方、自立して活動的に暮らせる期間

を示す健康平均寿命のほうは男性が約 72 歳、女性が約 75 歳とな

ります。つまり男性は約 9 年間、女性は約 12 年間、介護を必要と

したり何らかの不自由さを抱えて生きることになります。人生の最

期の瞬間がやって来るまで、人としての尊厳を維持し幸福に生活す

るためには、いかにして寿命と健康寿命の開きを少なくするかが重

要な課題となります。健康寿命を縮める二大要因として、メタボリ

ック・シンドローム（メタボ）とロコモティブ・シンドローム（ロ

コモ）が挙げられます。ということは、脱メタボと脱ロコモ、この

二つのワードが健康長寿のカギを握ることになります。メタボはご

存知のように、内臓肥満、高血圧、高脂血症、糖尿病のうち 3 つを

併せ持った病態を指します。他方、ロコモはやや聞きなれない言葉

かもしれませんが、加齢による筋肉の萎縮に伴い運動機能が低下し

てしまった状態を言います。幸いにも両者ともに生活習慣の見直し

によりある程度予防が可能であり、特に食事の改善と運動が重要な

役割を果たします。本日は、例会にご参加くださったロータリアン

の皆様のために、健康長寿実現のための具体策をお話しさせていた

だきます。 

 

誕 生 日 

6/15 加藤あつこさん    6/11  阿部  美男君ご夫人 

 

二 コ ボ ッ ク ス 

梅村美知容さん ８日金曜日、五一にて、親睦活動、会場設営、出席・

ニコボックス委員会合同懇親会、１９時から。皆さん、参加お待ちして

おります。 

阿部 美男君 妻の誕生日を祝っていただいて。 

石黒  勉君 ニコボックス、ご協力、有難うございました。 

【本日は会員卓話です。伊藤晋一さんのご依頼で近松均様にお越しお越

しいただきました。よろしくお願い申し上げます。吉村さん、本日より

よろしくお願い申し上げます。】 

 

加藤あつこさん 

西脇 良一君 

伊藤 晋一君 

平子 明資君 

梅村  篤君 

西脇 多吉君 

梶川 久雄君 

星川 直志君 

岩田  滿治君 

塚本  隆君 

木村 雅一君

小關 敏光君 

足立陽一郎君 

尾関 正一君 

横井  登君 

近藤  朗君 

梅田  渉君 

尾關實津成君 

杉浦 定文君 

玉置 正樹君 

加島  光君 

渡邉  泰彬君 

入江由希子さん 

宇都木 寧君 

 


