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2014年9月18日

本日のプログラム

第1028回（本年度 第10回）例会

次回 9/25 のお知らせ

♬SONG : 「それでこそロータリー」
●卓話　
　満村 和宏 会員

♬SONG : 「4つのテスト」
■臨時総会　事業決算報告

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

　皆さま、こんにちは。大阪城北RCより弓場様、米山奨学生郭様、よう
こそお出で下さいました。ごゆっくりお過ごし下さいませ。また本日の
卓話をして頂きます大山様、東様ありがとうございます。どうぞ宜しく
お願い致します。

先日、安倍首相がスリランカを訪問されました。我々日本人は、スリラ
ンカに大変な恩義があるということを、ほとんど知られておりません。
当時日本が敗戦した時に、日本を分割するという話がありました。そ
の分割案が出る前に、アメリカ・イギリス・台湾・ロシアの四か国を分
割するという話がほぼ決まりかけていた時に、ドイツは既に東西と分
かれ、首都のベルリンも完全に二つに分割されました。

話は出ていたものの、幸いにも日本は分割されることはなかったので
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2014-15年度第1027回（第9回例会）
幹事報告 (9/11)

幹事  辻　 義光

■本日の卓話は永井会員です。よろしくお願いします。

■東北大震災の支援のための地区補助金（DG）$2,119
（216,138円、申請額216,108円）が9月5日（金）に地
区より入金ありました。

すが、それは当時のセイロン＝現在のスリランカの
外務大臣のお蔭様なのです。サンフランシスコ講和
条約に基づいて、1951年国連に蔵相として参加され、
「日本の掲げた理想に、独立を望むアジアの人々が、
共感を憶えたことを忘れないでほしい」、また、「憎悪
は憎悪によって病むことなく慈愛によって行う」という
仏教の言葉を引用し、セイロン＝現在のスリランカ
が、日本に対する賠償請求を放棄するという演説を
され各国に賛同を得られました。

そういう歴史的背景があって、日本は分割されること
なく、現在国際社会に参加することが出来るように
なったのです。その礎を作ったのも、セイロン＝スリ
ランカの外務大臣の演説があってのことなのです。そ
のような事実があったのを知らずに過ごしている方
が大変多いと思います。歴史的には忘れてはいけな
い真実の話です。

セイロンとの友好関係を3年前にホームステイで受
けたことがあります。一度スリランカに足を運んで、改
めて歴史の事実に感謝して頂きたいと思います。

■9月18日（木）、臨時総会です。前年度事業報告、並び
に決算報告を行います。

■9月25日（木）、満村会員の卓話です。よろしくお願い
します。

■ご案内
1．関西大学ローターアクトクラブ創立5周年記念式典

（1）日時：2014年10月5日（日）

（2）場所：新大阪江坂 東急イン3F ウッドルーム

（3）申込：9月24日（水）まで

（4）提唱：吹田江坂ロータリークラブ

2．枚方ローターアクトクラブ創立30周年記念式典

（1）日時：2014年9月23日（火・祝）

（2）場所：ひらかたパーク園内

（3）申込：9月13日（土）まで

（4）提唱：枚方ロータリークラブ

本日のメニュー

先附け 蟹とほうれん草の和え物
 茸いろいろ　煎り胡麻　土佐酢
御造り 鯛　環八　あしらい
焼き物 鰆味噌柚庵焼　出し巻　刻み葱
 ハジカミ生姜　染め卸し
揚げ物 太刀魚　海老　南瓜　ペコロス　青唐
 天だし　レモン
食　事 鯛と生姜の炊き込み御飯
赤出汁　香の物

今週のラジオ体操



経営者の健康管理について

永井 俊行 会員、 講師：大山 招子様

ご紹介に預かりましたエクシーズジャパンの大山でご
ざいます。この度は、大阪中之島ロータリークラブ例会
で卓話の機会を頂き、大変光栄に存じます。

永井会長とは20年近く会社ぐるみでお付き合いさせて
いただいております。大阪に伺う度に多くの事を会長か
ら学び、仕事への取り組み方は勿論、男女関係なく人と
しての生き方のようなものまで勉強させていただいてい
ます。時折会長との会話の中で私が学ぶことで、「奉仕
の心が加わるとすべての行為は深みを増し…他人の心
を動かす」という事です。まさにロータリアンとしてのお
考えなのだと感じております。

本日は、大先輩方の前で…ここ最近では味わったことの
ない緊張を感じておりますが、お付き合いよろしくお願
いいたします。

本日のテーマは経営層の健康管理についてお話をさせ
ていただきます。

先日、鹿児島での公演の際に、40人ほどの50～60代中
心の女性群の中に、紅一点、男性の方おひとり…おそら
く60歳を過ぎておられると思います。お一人というか奥
様と一緒に…おそらく奥様に無理に連れてこられたの
であろうと思っていました。アンチエイジングなど女性
中心のお話なので楽しんでいただけるかと…気になっ
ていたのですが、…後に、質問アンケートに次のように
書かれていました。

私は昨年、医者に大腸がんと宣告されました。

医者は手術と抗ガン治療を勧めましたが、それを断り
自己免疫力による回復を選びました。

今では仕事を減らし……

という内容。

主催者側に話を聞きましたところ、その方はお医者様と
の事。多くの方の「病」を治されてきた一方で忙しい仕事
に追われご自分の身体は後回しになってしまう…。

まさに、ここにお集まりの経営者の方々も同様で、会社
そして社員・クライアント・そして家族…守らなくてはな
らないものが…自分より優先すべきものがたくさんおあ
りになると思います。

現在日本人男性の平均寿命は80歳、女性の平均寿命
は87歳となって女性は世界1位に返り咲き、男性も過去
最高、世界5位に順位を上げました。100歳以上となる
高齢者は5万人以上で過去最多を更新し43年連続して
増加しています。

（ちなみに100歳以上の人数を都道府県別にみると、東
京が4,676人で最多。大阪2,927人、神奈川2,827人と
続いています。）

世界一の長寿国となった日本ですが、その一方で、急速
に進む社会の高齢化は、医療財政を圧迫している問題
もあります。

これからは『健康寿命』。病気の予防がますます重要に

大山招子先生のご紹介

本日は私の卓話ですが、20年来当社の取引先として
お付き合いをさせて頂いております、エステティック
業界のカリスマ的存在の美容研究家・美容講師の大
山招子先生に私が一年前、大阪中之島ロータリーク
ラブに再入会した時から、私の卓話の時間に「大阪
中之島ロータリークラブの会員・経営者の皆様に“健
康管理について”講演をしてほしい」とお願いをして
まいりました。

やっと大山先生の日にちと時間の調整がとれ、本日
実現いたしました。

それでは大山招子先生のプロフィールを簡単にご紹
介させて頂きます。

大山先生は、㈱エクシーズジャパン取締役副社長、
招幸塾 塾長、鍼灸あん摩マッサージ師の資格を取得、
INFA国際エステティック連盟インターナショナルエ
ステティシャンゴールドマスター取得。年間3,000人
の臨床データーを元にエステティック業界、初の東
洋医学を取り入れ、広い立場から独自の美容法を提
唱され、年間約200日全国のエステティックサロン・
業界展示セミナー・エステティック業界の講演・美容
専門学校のカウンセリング～技術教育指導・各放送
局の出演・NHK文化センター講師もされております。
休日は全国の老人ホームを訪問し、ボランティア活
動を行い、多くの女性ファンを持つエステティック業
界の美容研究家でもあります。

当社のスタッフの教育も大山先生のご指導を頂いて
おります。

本日は、大山先生が出版された書籍を一部お持ち頂き
ましたので、興味のある方はご覧頂きたいと思います。

あまり私が長くお話をしますと、大山先生の時間がな
くなりますので、私からの大山先生のご紹介を終わら
せて頂きます。

では大山先生にご登場頂きます。大山先生宜しくお
願い致します。
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なってくるでしょう。

　そこで経営者・管理者の健康についてです。

企業に勤務する社員の健康管理は、年に1回の健康診
断が法で定められていますが、経営者・管理者の健康管
理に関しては、基本、自己管理です。

経営者の中には健康診断を「10年以上受けていない」
という方もいるそうです。

いったん、健康診断や病院に行くきっかけを失うと血糖
値やコレステロールなどの数字に自信がないと、ますま
す行きたくないものです。

しかし経営トップ自身の健康管理は、組織運営や企業
経営において欠かすことのできない重要な要素です。
経営者は経営に関する危機管理を常日頃より意識し、
的確な判断を求められます。しかし病気でなくても「体
調が悪い、疲れが取れない」といった状況では、ちょっと
した判断力の鈍りにつながり、時として経営に大きな影
響を与える判断ミスに発展してしまう事もあります。

常に適当な体力と精神力もキープするためにもご自分
の健康管理が重要となります。

そこで東洋医学の役に立つ、健康の管理方法とチェック
状態をご紹介します。病院に行かず、未病の発見につな
がる中医学で使われる「望診」。目で見て診断をする方
法です。

今回は、男性の多く見られる2つのタイプです。

1つは「瘀血（おけつ）」と言いまして血液のドロドロの状
態を指します。糖尿病や高脂血症、メタボなどを気にさ
れている方に多い状態です。

瘀血は舌も見て判断します。舌の裏に存在する静脈で
す。この血管の怒張は瘀血を現わします。下の周囲に歯

形がついている事も良くありません。日頃の食事の内容
やアルコールの頻度を控える必要がある合図です。

その他にもこめかみの青筋が目立つ、シミやイボが増え
るなども要注意です。このような身体からの合図に気付
いたら、夕食のコントロールが有効です。すべての食事
ではなく特に夕食の改善です。

もう１つが「気滞きたい」と言いまして、自律神経・ストレ
スの度合いを現します。高血圧・精神的・肉体的ストレ
スが多い方にみられる状態です。

気滞については、舌先が赤かったり、口が苦い、口内炎
が出来やすい。痰が絡みやすい。そして目の中心に現
れる充血も精神的・肉体的ストレスの慢性状態です。興
奮すると顔が赤くなる傾向が強い方も気滞です。

この状態が慢性的になると、眠りが浅かったり、夢を異
常にみる、寝付けないとった質の良い眠りが取れなくな
ります。思ったより頭の疲労が取れていない事になるの
で、めったにミスなどしない方が「ポカミス」をしてしまっ
たりします。

「気滞」については、早い段階で目に「充血」として現れ
るので、目を見るだけで、心と頭の疲労度が分析できま
すので、社員の方の目を見て心の状態や脳内疲労状態
（ストレス）を事前に調整をして差し上げられます。

この場合は、ヘットのマッサージや耳をもむ、手足の
マッサージを行うと副交感神経優位にさせるため興奮
状態の鎮静が出来やすいと言われます。

また、男性にも更年期が存在します。

男性の場合は女性と別で寒がりになったり、お酒に弱く
なったり、体の乾燥がひどくなり足のすねや腰の痒みが
現れます。夜中、何度もトイレに行かなくなどの症状もそ
の1つです。

この場合、玉ねぎなどは、男性ホルモン様作用があると
言われています。同時に血液サラサラにして入れるので、
気を付けて摂取されるといいのではないでしょうか？

ナチュラルテストステロン（男性ホルモン）の分泌はト
レーニングや食生活に大きく影響されます。適度な筋肉
負荷が必要という事になります。有酸素運動というより
トレーニングの方です。筋肉に負荷をかける事によって
男性ホルモンの分泌の促進を誘導してくれます。

いかがでしょうか。

身体にいい事は多くの情報から知っているが、それを
継続するのが難しいものです。

しかし、舌や目・身体の変化などから、今の状態が少しで
も予測が出来れば、その時は気を付ける…その程度の
意識の変化でも十分に健康管理につながると思います。

病気になる前の未病をキャッチさえすれば、身体からの
信号を見逃さなければ、多くの病から逃れられると私は
信じています。

これを期に、是非ご自分の身体と心と会話をしてみてく
ださい。

簡単な内容でしたが、以上で私の卓話を終わらせてい
ただきます。

ご清聴有難うございました。



日　時：2014年9月11日（木）13：40～
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：下岡・辻（義）・嶽下・早瀬・北村・村橋・井戸本・吉田・福田・木村・檜皮 　以上11名（敬称略）

【’14年11月 行事予定】　（ロータリー財団月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

6日（木）

13日（木）

20日（木）

27日（木）

1035

1036

1037

1038

17

18

19

20

委員会報告
次年度理事・役員候補者発表

ロータリー財団委員会卓話

ロータリー規定・情報委員会卓話

三世代合同例会

第6回12月度理事会

各委員会・SAA・会計
指名委員：下岡委員長

ロータリー財団委員会：
檜皮委員長

規定情報委員長：
山本委員長

【’14年12月 行事予定】　（家族月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

4日（木）

11日（木）

18日（木）

20日（土）

25日（木）

1039

1040

-

1041

-

21

22

-

23

-

卓話

年次総会

例会期日変更 ⇒ 12/20（夜例会）

クリスマス家族会

休会③

（次年度理事・役員決定）

夜例会

第7回1月度理事会

11/12（水）
　睦輪会
11/15（土）
　成美学寮餅つき大会
11/27（木）
　三世代合同例会

【’14年10月 行事予定】　（職業奉仕・米山月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

2日（木）

9日（木）

16日（木）

23日（木）

30日（木）

1030

1031

1032

1033

1034

12

13

14

15

16

卓話

米山奨学委員会卓話

ガバナー訪問日

職業奉仕委員会クラブフォーラム

台北福齢RC姉妹締結10周年

第2回クラブ協議会

第5回11月度理事会

卓話担当：小林会員

地区米山奨学委員長
近藤菜穂子委員長
　（大阪ネクストRC）

泉ガバナー卓話

職業奉仕委員会：
福田委員長

夜例会

10/2（木）
　戸田ガバナー補佐訪問
10/11（土）～13（月）
　秋のライラ
10/16（木）
　ガバナー訪問日
10/18（土）
　IM6組インターシティ
10/30（木）
　台北福齢RC姉妹締結
　10周年事業

12/5（金）～6（水）
　地区大会

2014-2015 年度 第4回　10月度定例理事会議事録

開会の挨拶（下岡会長）

充分協議していただきたい。

審議事項
1. ロータリー細則見直し

　⇒［ 承認 ］

2. 大阪中之島RC Website 制作の件
担当梅原会員　⇒［ 承認 ］

3. 国際ロータリーン広報誌2誌購読の件
10冊＝500円

5冊＝400円　　　　　　　　　　　　　　　　　

各20冊　計2,600円

　⇒［ 承認 ］

4. 広島市北部の土砂災害義捐金募集の件
災害支援積立金より10万円　⇒［ 承認 ］

5. 2014年11月27日（木）に実施される
　三世代合同例会

例会運営委員会・親睦活動小委員会・SAA・社会奉仕

委員会　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（嶽下会長エレクト）

貴重なお時間有り難うございました
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下岡：甲子園、皆さん頑張っておられましたね。

嶽下：永井さんの卓話、楽しみです。ニコニコ

村橋：秋の気配にニコニコ

辻（一）：北海道が大変ですね。ニコニコは少しまずい
ですが…

吉田：ニコニコ

針谷：今日もニコニコ

高島：永井さん、大山さん、東さん卓話楽しみにして
います。

小林：JRが不通のため遅れましたが、会長の話は聞
けました。ニコニコ

井戸本：いつもニコニコ

北村：甲子園の野球、残念でした。

永井：本日代理卓話です。大山先生よろしくお願いし
ます。楽しみにしています。

檜皮：下岡会長、甲子園打ち上げご馳走様でした。楽
しいひと時でした。

満村：ニコニコ

栗山：涼しくなりましたね。ニコニコ

梅原：甲子園お疲れ様でした。永井さん卓話、楽しみ
です。

本日合計 : ￥33,000
累　計 : ￥374,000

●出席報告
会員数 27名 国内ビジター 1名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 2名
出席者 24名 外国ゲスト 1名
欠席者 3名

出席率 88.88%
8月21日の修正出席率 85.71%

●メイクアップ
井戸本 泰次  8  月  8 日 千葉南RC
北村 　譲  8  月  6 日 大阪そねざきRC
辻　 一夫  8  月  9 日 社会奉仕委員長会議

●本日のゲスト
永井会員ご紹介 ゲストスピーカー 大山 招子 様
永井会員ご紹介 東　 博昭 様
米山奨学生 郭　 名純 様

●本日のビジター
大阪城北RC 弓場 伸二郎 様

　今年の夏休みは、私にとって学生生活の最後の夏休
みでした。来年から社会人になり、長期間の帰省ができ
なくなりますので、今年はいつもより長く台湾に滞在し
ました。1年ぶりに家族と再会できて非常に嬉しかった
ですが、一方、少し複雑な気持ちにもなりました。

親元を離れている私があまり実家に電話しませんでし
た。それは実家に電話する度に親に甘えたくなると自分
のメンタルの弱さを感じてしまうからです。

しかし、今回実家帰った時に親に唯一言われた愚痴は
「連絡が少ない！」でした。両親に無用の心配をさせたく
ないという配慮で電話を控えていましたのに、逆に寂し
い気持ちにさせてしまったようです。

そんな自分は、両親が子供を思う気持ちがわかってい
ないと感じました。

これからは、連絡を絶やさない様にして、両親に心配を
かけない様にしようと思います。

夏休みの帰省
米山留学生 郭 名純（カク メイジュン）


