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第 1146 回例会報告                             6 月   7 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会  6 月   14 日（水） 次週予告  6 月  21 日（水） 

◎ソング 「我等日本のロータリアンの歌」 

                        田辺 朱希美 会員 

◎プログラム 次年度活動計画 

      次年度役員 

◎ソング 「Be a Rotarian」 

             田村 久子 会員 

◎プログラム 年度末会務報告 

           今年度役員            

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 ６月７日と８日は中国の大学入学試験です。中

国での正式名称は全国普通高等学校招生入学考試、

通称は中国語で「高考（ガオカオ）」といいます。

中国の大学はほとんどが国立大学なので、日本の

私立大学のように大学ごとの入試はなく全国統一

の一発勝負。この日に自分の命運をかけていると

言っても良いくらい中国の高校生にとっては最も

大事な２日間です。 

韓国の受験戦争の様子が日本でも面白おかしく

報道されますが、中国でも受験当日は特別な緊張

感が漂います。本人はもちろんのこと、父母も親

戚も教師たちも、そして教育界にも大きなプレッ

シャーがかかるからです。人口が多く大学数が少

ない中国の受験は、日本の大学受験の緊張感とは

比べ物にならない程大変なのです。 

教育熱心な親は、自宅以外に学校の近くにアパ

ートを借りるようです。子どもは朝７時にアパー

トを出て徒歩２分の高校に通学。１時間程度自習

をしたあと授業。放課後は５時頃から８時半頃ま

で教室に残って勉強し帰宅。お風呂に入って夜１

２時まで勉強をするというスケジュール。高校に

は食堂があり、昼食だけでなく夕食も取ることも

できます。放課後は塾に通う子どももいますが、

教室に残って勉強する子どもが多いため、夜遅く

まで子どもが学校に残ることは、中国では「ごく

普通のこと」のようです。 

中国の大学受験競争がここまで厳しいのは、も

ともと科挙のお国柄で「勉強ができる人が世の中

でいちばん偉い」という考え方がまだ根底にある

のですが、人口の多さに比べて「良い大学」が余

りにも少な過ぎるということも、原因の一つとし

て挙げられます。 

日本の東京大学の学生数は約２万８０００人で

すが、中国の北京大学の学生数は約５万人。中国

の人口は日本の１０倍以上もいますので、この点

だけを見ても、中国人が中国で一流大学に入学す

るのは非常に“狭き門”だということがわかりま

す。 

また、中国は国土があまりにも広く教育レベル
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に格差があり、都市部の子どもを優先させる政策

があるなどして、地方（省）によって大学の合格

者数や合格ラインが異なります。北京の大学に進

学するには、地方よりも北京出身の子どもの方が

合格しやすい（都市部の方が合格者数が多く合格

ラインも低い）ことから、地方から都市部の良い

大学への受験が過熱する現実があります。昨今は

余りにも激し過ぎる受験戦争に嫌気がさして、最

初から国内での受験はせず、米国や日本へ海外留

学を目指す高校生も増えてきたそうです。 

北京のある高校教師の話によると、「クラスの３

分の１は欧米に留学するのが当たり前。留学ブー

ムもあるし、親に経済力もある。それに、留学す

る方が将来性があり他の人より抜きん出ることが

できる。」ということです。 

中国でも大学受験は勉強だけでなく、経済力が

モノをいう時代に入ってきたようです。 

 

 今日の本は「甘い物は脳に悪い」幻冬舎新書 笠

井奈津子著 です。 

成功している経営者は、気分転換に甘い物を食べ

たりはしない。仕事の効率が下がることを知って

いるからです。一方、仕事ができない人に限って、

身体に良かれと思って市販の野菜ジュースを毎日

飲んだり、低カロリー食品を選んだり、頻繁にコ

ーヒーを飲んだり、サプリメントを摂ったりして、

増々太り仕事も伸び悩む。 

 本書は、食事によって「仕事がはかどる」「集中

力が高まる」「疲れにくい」「痩せやすい」などの

身体のメカニズムを解説しています。他書で読ん

だような話が多く、根拠もあいまいですが、自分

の経験としては納得できる部分も多かった本です。 

ね。 

 

 

小山会員の卓話です。 

皆様今晩は。数年に一度の卓話が回って参りま

した。精一杯努めますのでよろしくお願いいたし

ます。 

先ずお手元のレジュメをご覧くださいませ。 

★今回のテーマは「毛細血管 健幸法」  

サブテーマー「奇跡はない！」でございます。 

 

 

皆様の中で「奇跡は有る」と信じていらっしゃる

方挙手願います。では「奇跡はない」」と思ってい

らっしゃる方？ はい有難うございます。 

私は、皆様もご承知の通り何度も死線を超え、

直近では昨年暮れの入院でも竹原会員の奥様「今

泉先生」（先生を思い出したのも奇跡）の決断の早

さのお蔭で宝塚病院に緊急入院。適切な処置のお

蔭で又々命拾い致しました。  

毎日見舞に来てくれる主人が日に日に憔悴する

姿に、主治医に無理を言って早々に退院。お正月

前だったのにお節も作れず、「こんな年もあっても

良いか！」と思っていましたら、田村会員がお心

籠りの立派なお節。（これも奇跡です）。 

年を超して診察日に行きましたら、どうして来

られましたか？と。「一人で参りました」と言うと、

こんなに早くよくなって「奇跡ですね」とびっく

りされました。これまでも緊急入院の度に生還し

「奇跡的です」と言われ続けていたので「奇跡は

有る！」信じて疑わなかったのです。 

今年 4月 21日（金）午後 1時～4時。ソリオホ

ールに於いて「第百回 此法会 記念講演会」 講

師は薬師寺執事長「加藤朝胤師」。 

最初に「奇跡は有ると思っている人」と。私は

即座に「ハイ」と。師の答えは「ありません」で

した。？？・・。人間は生れ落ちてから今日まで

色々な人々のご縁で生きている。「因果の法則」の

通り、善いことをすると善い結果が。反対も然り。

なにもせぬ人に奇跡はないのです！と。 

私は今まで取り立てて何をしたと誇れるものは

ないと思っていたのですが、知らず知らずの内に

善行を積んでいたのかなあ？ 諄々としたお話で

目から鱗の想いでした。 

 

プログラム 
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＜1＞ほほえみ会（発会 38 年）では「健 康」を

「健 幸(●)」とし、健康で幸福な人生を創るこ

と。自分の人生は「チョイス」「自己責任」悪いこ

とを他人の精にして逃げてはいけないと申してお

ります。 

幸福は「口 福（こうふく）」言葉で自他を幸せに

できると。言葉は言ったお方は忘れておられるこ

とも多いですが、言って頂いた方の言葉は終生忘

れられず、心に留まり、支えてくれていることば

が数々あるものです。 

反対に「口 害（こうがい）」も巷に溢れていま

す。「上機嫌オーラ」or「不機嫌オーラ」で生きる

かチョイスして！ 

＜2＞と＜3＞はとても大事なことですので前回の

復習です。 

＜2＞サルコペニア（加齢性筋肉減弱症） 

 これは骨格筋への刺激の減少で起こります。適

度な運動は認知症の発症を30～50％減少させます。 

 血管・毛細血管の総延長は約 10万ｋｍで地球 2

周半。心臓から送り出された血液は約 30秒で全身

を巡り、約 60兆個ある細胞に新鮮な酸素や栄養を

運びます。「立腰」（姿勢御正しく）「深呼吸」の重

要性がわかります。脚の筋肉量は約 70％。下半身

の運動は全身の血液を循環させ、老廃物や二酸化

炭素を受け取り心臓に戻ります。 

＜3＞マイオカイン＝筋肉を動かすと生産される

ホルモン 

 老化防止・若返りホルモン・脂肪分解・糖尿病・

動脈硬化防止・血圧安定に寄与します。 

重要なことは、運動して新しくできた筋肉からし

か出て来ないため、毎日の小まめな運動が必要で

す。男女ともに家事は最高です。 

＜4＞気管支閉塞 緊急入院中でも  

「～にも関わらず笑う」「～ほど笑う」「～こそ笑

う」→アドレナリン「愉快ホルモン」出る→治り

が早い 

「笑顔の効用」（別紙参照） 

＊「にこにこエクササイズ」：「深呼吸」・優しく押

す・もむ・さする 

＊いつでも どこでも どなたでも 

＊ゆっくりと自分の身体の声を聞きながら、無理

なく行う 

＜5＞あいうえお人生 

○あ 逢いたい人に逢う ○い 行きたいところに行く 

○う歌を歌う  ○え笑顔 一杯  ○おおいしいもの

を美味しそうに頂く 

＜○う歌をうたう＞ 肺の術後 きれいなソプラノ

が出なくなり、悲観していましたが、過去に捕ら

われず、今できることで楽しもうと心を入れ替え

カラオケにチャレンジしています。発声法も全く

異なりますが、良いお仲間に恵まれ下手なりに楽

しんでいます。お聞きください。 

「演 歌」「四万十川」続いて「艶 歌」「お行き

なさい」 

＜6＞毎日笑顔で人様の幸福を祈りコツコツ精一

杯生きていると、良いご縁が重なり思いがけない

幸運に恵まれる →奇跡と言われるが 奇跡では

ない。 

 

本日は ご声援 暖かい拍手を沢山頂きありがと

うございました。 

無事終わることができましたこと感謝致します。 

一層の「ご健幸(●)」と「ご活躍」をお祈申し上

げます。                      

                                    深 謝 

                  

 

○小山 一子 君 

針間さんようこそ。ごゆっくりお過ごしください。 

皆様、今夜卓話です。よろしくお願いいたします。 

にこにこ！ 

本日のニコニコ      2,000円 
本日までの合計  1,144,820円 

 

 

□ソング 

「我ら日本のロータリアンの歌」  

                          野木 久子 会員 

□お客様 

針間 幹子 様（小山会員のご友人） 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 33 2 31 21 1 67.74 

前々回 

5/24 
33 2 31 28 1 93.55 

ニコニコ箱 

週間報告 
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□幹事報告 

 

橋本有輝 会員の卓話原稿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月誕生日の大西会員と芝池会員です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

「甘い物は脳に悪い」幻冬舎新書  

笠井奈津子著 

 

 

 


