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第 1202 回例会報告                              8 月   8 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会（1203回）     8月  22日（水） 次週予告                8 月  29日（水） 

◎ソング 「奉仕の理想」 

           田辺 朱希美 会員  

◎プログラム  卓 話 

              林田 充弘 会員 

◎ソング 「四つのテスト」 

             馬場 和代 会員 

◎プログラム  卓 話 

堀 弘二 会員 

 

 

 

 

 

会長 田中 哲三 

 

暑気払い     

想定外の猛暑が続いています。夕立もありませ

ん。この原稿を読まれる頃には解消されているこ

とを望んでいます。   

  

気象庁から発表された 7 月～9 月の 3 か月予報

によると 

"７月：期間の前半は平年に比べ曇りや雨の日が

少なく、後半は平年に比べ晴れの日が多いでしょ

う。気温は、高い確率５０％です。降水量は、平

年並または少ない確率ともに４０％です。 

"８月：平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

気温は、平年並または高い確率ともに４０％です。 

"９月：天気は数日の周期で変わるでしょう。気

温は、平年並または高い確率ともに４０％です 

    

日本列島は猛烈な暑さに見舞われ、２３日に埼

玉県熊谷市で午後２時２３分、観測史上最高の４

１．１℃を記録した。これまで１位だった高知県

四万十市の４１．０℃（２０１３年８月１２日）

を、約５年ぶりに更新した。東京都青梅市は４０．

８℃で東京都内では観測史上初めての４０℃超え

となった。     

 

 気象庁は同日(２３日）、猛暑について異例の記

者会見を開いた。少なくとも８月上旬までは、西

日本から東日本にかけての広い範囲で同じような

暑さが続くと予想している。同庁気候情報課の竹

川元章予報官は「経験したことがないほどの暑さ

になっている地域がある。命に危険を及ぼすレベ

ルで、災害と認識している」と話している。熱中

症に要注意である。   

      

"この異常な暑さは日本だけでは無いようだ。米

国では７月、カリフォルニア州デスバレーで５２

度、ロサンゼルス近郊チノで４８．９℃に達した。

アルジェリアのサハラ砂漠では５１．３℃を記録

した。オマーンの首都マスカット近郊では６月、

最低気温が４２．６℃までしか下がらなかった日

があった。また、アフリカのアルジェリアでは、7

 

   R.I.会長テーマ 

   “インスピレーションになろう” 

      バリー・ラシン 

●創 立 平成 5年 4月 10日 

●例 会 毎週水曜日（19：00〜20：00）  ●例会場 宝塚ホテル 

●新事務所  〒665-0845  宝塚市栄町１丁目１７－８－２  

●電 話 0797-83-1110  FAX  0797-83-1110 

●会 長 田中 哲三 ●幹事 石原 正裕 ●会報委員長 山本 章太郎 

TAKARAZUKA  NAKA  ROTARY  CLUB 

第 2680地区 宝塚中ロータリークラブ 

WEEKLY BULLETIN   

会長の時間 



 

2 

月 5日に 51.3℃、7月 3日には、モロッコで 43.4℃

という、それぞれ観測史上最高の気温を観測した。

"      

 今朝(25 日）のニュースではギリシャのアテネ

近郊で熱波による山火事が発生し７６人死亡・負

傷者約１９０人・行方不明者約１００人、延焼中

と伝えられている。熱波はスカンディナビア半島

の北極圏にも及び、ノルウェーのバルドゥフォス

で３３．５℃、フィンランドのケボで３３．４℃

を観測し、スウェーデンでは約５０カ所の森林火

災が発生と既に報じられている。   

 

 カナダでは、ケベック州で高温多湿により高齢

者を中心に死者が相次いだ一方、氷点下１度にな

ったり雪を観測したりした地域もあったそうです。

      

こういう時には何をすれば良いか。そう暑気払

いです。     

"昔の人は、冷たい食べ物や飲み物で体の熱を冷

ましたり、海や川に入って暑さを凌いだり、漢方

を使って熱気を取ったそうです。レベルの違うこ

の暑さ、クーラーの効いた涼しい部屋で、冷たい

ビールを一杯如何でしょう。 同期の知人（サン

トリーに勤務していた）に飲み屋から来た暑中見

舞いです。"     

 

> ほな、女は酒か？    

> そや、例えば源氏物語で言うと   

> 藤壷女御 マテニ、苦い深み。   

> 夕顔 ギムレット、 ひっそり香る。  

> 六条御息所 アレキサンダー、 味の濃さ。 

> 朧月夜尚侍 トムコリンズ、あっさり、さっぱり。

> 明石君 ステンガ、草っぽい渋さ。  

> 女三の宮 オールドファッションド、フルーティ

ーなキック。    

> ．．．．．．．．．．     

> なんや、本妻さんが抜け取るやないか  

> そうや、紫の上はんは、 酔い覚めの水の旨さか

な。      

わかりますか？暑気払いにカクテルを飲んで確

かめるとしましょうか。但し、くれぐれも飲み過

ぎにご注意ください。    

週末には帰国予定です。   

 

 

卓 話 

蓮尾 春輝 会員 

 

おならの話 

 

昔：嚥下による空気 

40年前：乳糖分解酵素減少→異常発酵 

主原因：植物繊維によるものといわれている。 

    食物繊維によるガス発生順序は、人間に

セルロースを分解する酵素がないため、

腸内細菌による分解、発行、腐敗が進む

ためだと言われているが明確ではない。 

 

現時点では 

 腸内細菌が代謝産物の一つとしてガスを産生し

ている。 

 

おならのにおい 

 俗に善玉菌といわれる乳酸菌が分解、代謝を行

う場合には水素とかメタンとか匂いのないガス

を産生。 

  

善玉菌といわれるウエルシュ菌は蛋白質を分解

する際に鼻につく硫化水素等のガスを産出する。 

  

小腸までは胆汁酸がありますので細菌は非常に

住みづらいのですが、胆汁酸は回腸で再吸収さ

れますから大腸のほうが菌が桁違いに多い。 

 

腸内細菌そのものの構成は、幼少期に決まると

いわれている。もしかしたら体質と呼ばれてい

るものの一つの要素になるかもしれない。 

プログラム 
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腸内細菌による食物の代謝とガスの産生 

  炭水化物       蛋白質 

（糖質、食物繊維）     ↓ 

   ↓          ↓ 

   ↓          ↓ 

      ↓ 

  水素、メタン     硫化水素等 

 （におわないガス）  （におうガス） 

腸内フローラ移植 

 

 腸内フローラのバランスが、私たちの健康や病

気の発症に密接にかかわっていることが広く知ら

れるようになってきましたが、崩れてしまった腸

内フローラをもとの状態に戻したり、理想の状態

に変えたりするのは簡単ではありません。 

 

 そこで、崩れてしまった腸内細菌バランスを整

えるため、健康な人の腸内フローラを移植すると

いう治療法に期待が高まっています。 

 

  糞便微生物移植： 

    Fecal Microbiota transplantation 

 

 「腸内フローラは臓器である」といわれること

もあります。 

損なわれた臓器を移植するという人類の医学の

進歩の過程を見ると、腸内フローラを移植するこ

とは、ごく自然なことかもしれません。 

しかも、腸内フローラ移植は移植時の痛みや副

作用がほとんどなく、ドナーにとっても、患者に

とっても負担の軽い方法で行うことが可能です。 

 対象となる疾患や治療効果などについては、ま

だまだ不確定な要素が多いものの、これまでの医

療アプローチとは違ったかたちで、病気の治療や

予防に役立つのではないかと期待されています。 

 

主な対応疾病 

◎ 潰瘍性大腸炎 

◎ クローン病 

◎ 過敏性腸症候群 

◎ アトピー・アレルギー 

◎ 糖尿病（Ⅱ型） 

◎ 脂質異常症 

◎ 高血圧 

◎ 精神疾患（うつ病、パニック障害など） 

 

 

今回はなし 

 

本日のニコニコ       0円 

本日までの合計  153,000円 

 

 

□ソング 

「Be a Rotarian」 

             田村 久子 会員 

 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 31 3 28 22  78.57 

前々回 

7/25 
31 3 28 22 3 89.29 

 

□お客様 

なし 

 

□幹事報告 

１．10月 17日のガバナー公式訪問について。 

 今年度はガバナー補佐が同行されます。 

 今年度 9月号月信より公式訪問の様子をガバナ 

ー月信に掲載されます。 

２．地区補助金プロジェクト見学訪問の案内。 

西宮夙川ロータリークラブ：各国の児童映画を

通じて地域文化振興を図るイベント群  

8月 26日 １３：００ 

３．グローバル補助金（人道プロジェクト）への

ご協力のお願い。 

「健康インフラ整備による彰化慈生福祉施設の知

的障碍者に対するリハビリ及び健康管理支援。」 

  9月 5日の理事会に諮る。 

４．摂食例会。 

  9月第 1週の例会より復活（隔月）。 

５．マイロータリー登録準備についてのお願い。 

  先ずは、My Rotaryを検索していただきたい。 

乳酸菌等の
い わ ゆ る   
` 善 玉 菌 `  
による代謝 

ウエルシュ
菌等の 
い わ ゆ る   
` 悪 玉 菌 `  
による代謝 

週間報告 

ニコニコ箱 



 

4 

６．高齢社会を考える「健康講座」の準備進捗状

況報告。 

 

リフレッシュ・エクササイズ №292  

                 小山 一子 

 

★26期・第 2回、通算 292回目の「リフレッシュ・

エクササイズ」です。 

本日もよろしくお願い致します。 

お盆です。心を込めてご先祖様をお迎え致しまし

ょう。 

又本日は「8」の字が 3つも続く縁起の良い日です。 

＜奇しくも「健幸セミナー」の日「9月 8日（土）

は「〇8歳」の誕生日です＞ 

★ワークショップで新しい「顔ヨガ」も行います

ので、ご期待下さいませ。 

 

◆「笑顔づくりエクササイズ」続きです。 

1） まず両手を「ありがとう、ありがとう」と言

いながらこすり合わせます 

（体内の「気」が高まります） 

2） 何を行うときにも目線を上げて「にこにこ笑

顔で」行います 

（表情筋が鍛えられ、脳も心身も鍛えられ認知症

予防にも効果的です） 

3）3本の指で眉を押え指の腹でゆっくりと 3回押

します 

4） 同じく 3本の指で目の下を 3回押します 

5）こめかみを手の平の付け根で 3回おします。 

6）鼻筋 2本の指でごしごし 

7）歯茎の刺激     

8）3本の指で「笑筋」3回押します。 

 

◆笑顔で「福 相」になると、「健 幸」になり、

運命も良くなります。 

次回を楽しみに！ 有難うございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 近頃のＩＴ用語 
M.2（エムツー） 
パソコンやタブレット端末向けに規格化

された小型の拡張カード規格。ストレージを
強化するための M.2対応 SSDカードのほか、
Wi-Fiや Bluetooth、GPS、NFCといった機能
を搭載したカードもある。 
 
パソコンのデータ記録装置として長く使

われてきたハードディスク（HDD）に代わり、
SSD（Solid State Drive）を採用する製品が
増えている。SSD は HDDと比べて単位容量当
たりの価格が高い半面、小型軽量で HDDより
も高速にデータを読み書きできる 
 
電子レシート 
買い物の際にもらうレシートを電子化し

たもの。複数の店舗で発行された電子レシー
トをまとめて管理し、家計簿ソフトなどと連
携することで、個人レベルでもお金の流れが
より分かりやすくなる。 
 
経済産業省は 2018 年 2 月、電子レシート

の標準仕様を検証する実験を東京都町田市
で行った。店舗は利用者のスマートフォンア
プリに表示されたバーコードをレジで読み
取って、電子レシートを発行する。発行され
た電子レシートはデータセンターに保存さ
れ、利用者は自分のスマートフォンアプリを
使って、保存された電子レシートを管理、活
用できる。 
 
スマートロック 
 シェアオフィスや民泊など多数の人が出
入りする部屋では、利用者ごとに鍵を受け渡
しする必要がある。この面倒な鍵のやり取り
を IoTを活用して効率化できるのが「スマー
トロック」だ。 
 
スマートロックでは物理的な鍵を使わず

に、Web サービスやアプリからドアの錠を操
作する。有効期限付きの解錠コードを発行し
て、友達や民泊客が滞在期間中だけ自由に鍵
を開け閉めできるようにすることも可能だ。
鍵を遠隔操作できる製品なら、不在時の急な
来客でも帰宅まで家の中で待ってもらうこ
とができる。 
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