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くてはいけない言葉なんだなと感じました。
普段何気なく信用と信頼をごちゃまぜで使ったり
しますけど、きちんと区別して使い分けていければ
いいなと思っております。皆さんもたまには考えて
みてください。

・ＲＩテーマ
点鐘
・ロータリーソング
・クラブソング
・４つのテスト

幹事報告

ゲストの紹介
グレニス・モルトンさん

ご結婚祝い
石橋十四男会員

会長要件

小金平育男会長
今日、車でこちらに来るとき聞いたニュースでは
盛岡が開花したということで、段々上がってきたな
と思っていたら、八戸でも開花したという話でした。
これから楽しみだなと何か嬉しいなと思います。
「信用」と「信頼」、普段同じように使ってしまい
がちですけど、実はよくよく考えると違うことでし
て、信用取引という言葉はありますけど信頼取引は
確かにないですね。信頼関係とは言いますけども信
用関係とは言わないですね。そういう違いは言葉だ
けじゃなく意味的なものでもあるんだなと。「信用」
とは実績があってその出来栄えに対して評価される
ということが必要なのかなと。それが信用になって
くるんだと実績がやっぱり必要なんですね。
一方、
「信頼」
も当然、実績が必要ですけども、その人
の立ち居振る舞いとか、この人だったら仕事を任せて
もちゃんとできるだろう、やってくれるだろうという期待
なんですね。そういう期待が信頼ということに繋がって
いるということで、信用と信頼、やはり使い分けていか
なければならないなぁというふうに感じた所でした。
「信頼しても信用するな」とは決して悪い意味の言
葉ではないんですね。
ただ、
どんなに期待を寄せても、
そういう立派な人であっても絶対という事は無いという
ことを考えておかなければいけないということで、人を
管理する立場の人にとってはある程度意識しておかな
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久保隆明幹事
◎２０１８−１９年度地区研修・地区協議会のご案内
５月１９日㈯ １１：００〜１９：３０ 登録開始１０：００〜
弘前文化センター
懇親会 ホテルニューキャッスル
登録費 １０,
０００円（昼食・懇親会込み）
◎南グループ合同コンペ開催のお知らせ
５月２６日 ９：４５スタート
みちのく国際ゴルフ倶楽部
参加費 ３,
００
０円
表彰式 五戸まきば温泉
懇親会費 ５,
０００円（入浴料込み）
◎第１回女性ロータリアン研修会のご案内
６月１０日㈰ 登録開始１２：３０？〜
八戸プラザホテル
登録料 ４,
００
０円

親睦委員会報告

大沼

衛会員
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医
医
医
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出席報告
本日の出席率
前々回の修正出席率
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第１回女性ロータリアン研修会

源新育子会員
先ほど幹事の久保さんからもお話がありましたけ
ど、６月１０日㈯、登録が１
２：３０からになってました
が、１１：００からの研修だったと思いますので、登録
時間の確認をしてご連絡します。
今年度、地区の女性会員が１０
０人になりまして、私が
入会して２５年目で１人から１００人になるということで
非常に感慨深いです。講師は米山の親善大使で保険
会社にお務めの方です。講演をお聞きして、その後、皆
さんとざっくばらんに色んなお話をする。色んな方と意
見交換をしてたくさん勉強して仲間を増やして、そう
いう楽しいひと時になればいいなという企画です。ぜ
ひ全員参加して頂けるようにお願いしたいと思います。

言われています。最近、人参養栄湯という漢方薬がク
ラシエから出まして、それがどうも寿命を伸ばすと、中
国清朝の乾隆帝がこれに近いものを飲み続けて８８歳
まで生きて、当時としては長寿だったというものです。
非常に飲みづらいようです。
今一番、日本医師会で問題視しているのが糖尿病
予防です。糖尿病予備軍、糖尿病患者が２千万人。人
口の１／６ぐらいですかね。糖尿病になって重症化す
ると人工透析になります。人工透析が一番、医療費を
圧迫しています。ガンは治るか治らないかどちらかで
すが人工透析は一生ですからね。長生きする方も多い
ですし、ひたすら週に３回人工透析しなければならな
いということでものすごくお金がかかります。これを防
ぐのが今の政策になっています。
ならないためにはどうするか。暴飲暴食は避けるべ
きですし、食事は野菜から、野菜でお腹を満たしてか
ら食べると食後の高血糖とかを防げます。それから出
来るだけ運動する方がいい。運動する人は糖尿病の発
症率が低い。運動は単純に３
０分間のウォーキング。そ
れが無理なら２０分を２回とか。決して１時間とか２時
間、一度に歩いてはいけない。そうすると体のどこかに
負担がかかりどこか駄目になるということですね。
先程はロコモ、もう一つはサルコペニア、筋肉が痩
せ衰えてしまう状態。そうすると歩けなくなり、いずれ
車イス、寝たきり。
ロコモティブシンドロームとサルコペ
ニア、似たようなものですけどどちらも防がなければ
ならないということで、食生活、運動をちゃんとやりま
しょう。但し決して無理をしてはいけない。その人に
あった状況でやってください。よく１万歩歩けとか言わ
れますが五千歩ぐらいで充分だと思います。動脈硬化、
脂質異常、サルコペニアの予防になると思います。
最後は日本医師会からたまたま来ていた高齢者の
健康法。
「一読（いちどく）
」一日一度は本や新聞を読み
ましょう。認知機能のアップ。
「十笑（じゅっしょう）
」一日
１
０回笑いましょう。
笑うと免疫力がアップしてガン予防
の効果があると言われています。「百吸（ひゃっきゅ
う）」深呼吸をして肺胞を広げる事によって血流がよく
なって自律神経が安定します。
「千字（せんじ）
」文字を
書きましょう。
「万歩（まんぽ）」歩く事でメタボ、
ロコモ、
骨粗しょう症予防です。
今、国民皆保険は１０年後に崩壊するような方向に
いっています。そうならないように皆さまもアンケート
をお願いされたら、国民皆保険は絶対なくしてはいけ
ないということに賛成して頂ければと思います。

会員卓話「健康寿命と運動と食生活」
奥寺良之会員
皆さまにお渡ししたレジュメにそっ
てお話したいと思います。
青森県はご存知のように「短命県返
上」ということで１５，
６年ちょっと前から中路先生が中心
となって一生懸命やってますけども、平成２
７年度の統
計ではやっぱり男女ともビリでしたね。ただ一つだけ
良いことは健康寿命というのがありまして、男性で９歳、
女性で１２歳、平均寿命と差がありまして、青森県は差
が縮まって健康でいる状態が比較的短くてコテッと
いってしまう。
ある意味医療費のかからない県かなと県
医師会でもお話をしていました。
まず最初にロコモティブシンドローム。ロコモーショ
ン、蒸気機関車という意味で歯車を回して走るのが年
とともに錆ついてうまく回らなくなるというのがロコモ
ティブシンドローム、日本語で運動器症候群と言いま
す。
ある程度、年をとってくると徐々に錆ついてきて、運
動不足、肥満、そして腰・膝が痛い、そして骨粗しょう
症になる。最後は要支援、要介護になるということです
ね。
次の７つのロコチェックとありますけど、このうち１
つでも当てはまると「そろそろやばいかな」と、２つで
「だいたい間違いないな」ということになりますので出
来るだけそうならないようにして頂きたいと思います。
そのためには普段からの運動が大切だと思います。
青森県の平均寿命はなぜ最下位かというと３０代４０
代のガンでの死亡が多いんですね。そこを何とかすれ
ばビリは脱却できますが３０位２０位とかになることは無
理ですね。長野県が１位だったのが今滋賀県が１位
になったようですが、ものすごく努力しているます。長
野県も４０年位前から努力してやっと１位になったとこ
ろです。小中学校の給食を米飯給食にし、食生活の改
善をしたことが今に繋がっているという事ですね。
食事は昔ながらの一汁三菜。
ご飯、おみおつけ、焼き
魚、そして野菜の炒め物など、ちょっとしたもの、お新
香はあまりよくないでしょうけど。１９６０年代はご飯が多
くておかずが濃かったと。それは良くない。
７５年になる
とご飯は比較的多い程度で青魚を食べるようになった
と。
この辺まではすごく良かったんですけども、２０００年
に近くなると欧米化して、ファーストフードとかどんど
ん悪い方に向かって、悪玉コレステロールを増やすよ
うな食事が増えてきたというのが一番の原因です。
動脈硬化がなければ人間は１２０歳まで生きられると
●●

知床会
児玉禎之
今のところ３組ぐらいです。申込みは５月１日ま
でですけど休会になってますので今日申込んで頂き
たいと思います。次は７月の北海道遠征までありま
せんので健康のためにぜひご参加ください。
源新和彦会員
７月２６日、北海道遠征の出発日が南グループの合
同例会に決まったそうです。合同例会に出来るだけ１
時間だけでも出て頂いて、その後、９時半にフェリー埠
頭にご集合頂くようにご努力をお願いしたいと思います。
点鐘
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