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第1113_1114回例会報告                          9月 21日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会  10月    5日（水） 次週予告  10月  12日（水） 

◎ソング 「君が世」「奉仕の理想」 

           馬場 和代 会員  

◎プログラム  クラブフォーラム 

               イベントについての協議 

◎ソング 「四つのテスト」 

             野木 久子 会員 

◎プログラム  特別講師 卓話 

           

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 

たくさん歩けば、長生きできる――。 

愛媛大の研究チームが、約１０年間にわたって高

齢の男女を対象に歩数と寿命の関係を追跡調査し

て分析したところ、こんな傾向が出たそうです。 

 チームは１９９９年、当時７１歳だった男女４

１９人に歩数計をつけてもらい、１日の平均歩数

を計測。歩数によって四つのグループに分け、約

１０年間追跡調査したそうです。 

 統計学的に解析した結果、死亡するリスクは毎

日８０００歩以上歩くグループが最も低く、最も

歩数が少なかった４５００歩以下のグループの約

半分だったそうです。 

 ７０歳代になると、太ももの筋力は２０歳代に

比べて半分程度になります。足が不自由になり、

日常生活に支障が出ることが多いとされるます。 

 たくさん歩けば、足腰が強くなり、健康を維持

できることがデータで裏付けられました。 

 もうひとつは、写真やスマホのデータを保存す

る SDカードの容量がとうとう 1TB（テラバイト）

になったという話です。 

仮想現実（VR）、ビデオ監視および 360度ビデオ

などの高解像度コンテンツや大容量のアプリケー

ションの普及が驚くべき速さで進んでいる現在、

記録容量を大きくすることを常に求められていま

す。 

16年前に発売された 64MBの SDカードと比較し

て、切手ほどの大きさで実に 1万 6384倍の大容量

となりました。 

 

本日の本は「ハゲとビキニとサンバの国 ブラ

ジル邪推紀行」井上章一著 新潮新書です。 

著者は建築学者であり風俗史家でもある阪神タ

イガースファンの京都人です。 

なんだかユニークでヘンテコな本だと感じる脱

力系の本です。ただし、何ら益を得ることは期待

できません。 

先日オリンピックが開かれたブラジルを関西人

的に思いのまま、つらつらと書き上げたもので、
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日本とブラジルのごく普通の風俗・習慣の違い

を対比させています。 

ブラジルの歌にはハゲを称える歌が多いとか、

ブラジル人のビキニはなぜあんなに小さいのかな

ど素朴な疑問を解明してくれます。 

特に面白いのはブラジルで「ＫＹＯＴＯ」とい

うのは有名なゴキブリ駆除会社だそうです。日系

人がいろいろな分野で活躍していますが、地味で

忍耐強くて信頼できるというのが日本のイメージ

のようです。 

オリンピックの報道では全く見られなかったも

う一つのブラジルが楽しめる本です。 

 

 

卓 話  

            田中 哲三 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ぼけ”  なのか  “思い出せない”  のか 

      

 年齢による物忘れは、生理的物忘れと呼ばれて

いて、認知症の一種である、痴呆などとは別物と

言えます。     

★生理的物忘れ（いわゆる歳のせい）の特徴とし

ては、      

 ・体験したことの一部分を忘れる  

 ・自分の物忘れに気づいてくる  

 ・日時や場所が分からなくなることはない 

 ・新しいことを学習することが出来る 

 ・日常生活に支障をきたさない。  

★認知症（痴呆などの病気）による物忘れの特徴

としては、      

 ・体験したことの全体を忘れる    

 ・自分の物忘れを認められない   

 ・日時や場所が分からなくなることがある 

 ・新しいことが何度学習しても覚えられない 

 ・日常生活に支障が出てくる   

認知症（ぼけ・痴呆）一つの疾患ではなく、いく

つかの病気のグループです。   

アルツハイマー病   エピソード記憶障害 

     実行機能障害  

原因  

アルツハイマー病   認知症全体の６～７割 

脳血管性認知症    糖尿病起因？  

レビー小体型認知症    

前頭側頭型認知症    

皮質基底核変性症    

脳外科的疾患起因の認知症  

     

【アルツハイマー型認知症】   

 認知症の割合として最も多いアルツハイマー型

認知症は、脳にアミロイドベータというたんぱく

質がたまり正常な神経細胞が壊れ、脳萎縮がおこ

ることが原因だと言われています。しかしながら、

アミロイドベータが蓄積する原因については明確

なことは分かっていません。   

 アルツハイマー型認知症の発症にはこれまで加

齢や遺伝が関係するということは明らかになって

いましたが、それに加えて近年、糖尿病や高血圧

などの方はそうでない方よりもアルツハイマー型

認知症になりやすいことが統計的に示されていま

す。そのため、予防には生活習慣の改善が重要で

あるとされています。   

      

⇒赤ワインを飲む人は、飲まない人の発症率の１

／４である。     

【ナン・スタディ】   

“Aging with Grace” ／百歳の美しい脳 

米国の修道女 約７００人の協力   

定期的な認知機能テスト・画像診断を受ける。 

死亡後、剖検（詳細な神経病理学的検査）をおこ

なう      

脳の萎縮があったのに、アルツハイマー病の発症

がが認められない事例が多数発生した。  

⇒若いときから言語能力を磨くことが、非常に有

効な認知症の予防法    

⇒人との係わりを持つ、頭を常に使う（生涯学習）

等が認知症の発症を遅らせる。

プログラム 
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2680地区 社会奉仕委員会 地域問題小委員長 

本條 昇様に当クラブが実施する補助金プロジェ

クトの説明をしていただきました。 

 
 

 

 

○本條 昇 様（龍野ロータリークラブ） 

 貴クラブの地区補助金プロジェクトのご成功を

祈念申し上げます。 

本日は宜しくお願い致します。 

 

○草野 旦 君 

 台風が去って、秋になればいいですね。 

ちょっと甘いかなァ・・・・。 

 

 

 

□ソング 

 「われら日本のロータリアンの歌」       

小山 一子 会員 

□お客様 

本條 昇 様 （龍野ロータリークラブ） 

松田 隆 様 （西宮ロータリークラブ） 

 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 34 ２ 32 23  71.88 

前々回 

9/7 
34 1 33 27 3 90.91 

 

□幹事報告 

新事務所の住所。 

宝塚市栄町１丁目１７－８－２  

大門医院ビル２F 

電話番号、FAX番号に変更はありません。 

入室用キーは事務所のキーボックスにあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆1114回例会（9月 27日火曜日） 

新事務所の披露と見学を兼ねた移動例会です。 

場所は JAあしん花のみち店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ箱 

週刊報告 
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***************************************  

☆☆10月のお祝い☆☆  

会員誕生日  

6日  野木 久子 会員  

14日 細川 洋一 会員 

17日 槙野 稔   会員 

17日 木本 玲子 会員 

奥様（ご主人様）誕生日  

1日  池田 英樹 様  

15日 堀  典子 様  

22日 矢野 美保 様 

結婚記念日 

2日  栗田 義博・加寿子 様 

11日 定籐 繁樹・登紀子 様 

13日 池田 美江・英樹 様 

19日 大西 利哉・奈津子 様 

24日 那須 範満・次子 様 

28日 大門 勝史・美智子 様 

*************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

 今週の本 

「ハゲとビキニとサンバの国  

 ブラジル邪推紀行」井上章一著 新潮新書 

 

 

 

 


