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疾病予防と治療月間
月間テーマ（12月）

第1272回（本年度 第22回）例会

会長挨拶
会長　木村 眞敏

本日のプログラム

次回 12/19 のお知らせ
♬SONG : 「きよしこの夜」
■クリスマス家族会
　18：00～　例会
　18：30～　クリスマス会
　太閤園  桜苑

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　委員会報告
　各委員会委員長
■次年度総会
■第7回1月度理事会
　13：40～　サファイアルーム

皆さん、エス・ディー・ジーズをご存知ですか。この間、地区の公共イ
メージ向上並びにクラブビジョン策定セミナーに参加した際、博報堂
の川延さんが、そのエス・ディー・ジーズの話を去れたのです。

エス・ディー・ジーズとは持続可能な開発目標ということです。昨今の
世界では、温暖化等深刻な環境問題、資源の枯渇等の世界の存続に
かかわる深刻な資源問題等が多発しています。



そこで、2015年の国連サミットは2015年で、エス・
ディー・ジーズが採択され、2016年から30年までの
15年間に達成されるべき17の目標を掲げました。

RCは、以前から6重点分野を掲げてまいりましたが、
そのすべてが上記の目標に入っております。

網羅的に挙げてみますと、

「平和と紛争予防・紛争解決」はエス・ディー・ジー
ズでは、「平和と公正をすべての人に」

「経済と地域社会の発展」は、エス・ディー・ジーズ
では「貧困をなくそう」「飢餓0に」

「疾病と治療」「母子の健康」はエス・ディー・ジーズ
では、「すべての人に健康と福祉を」

「基本教育と識字率の向上」は、エス・ディー・ジー
ズでは「質の高い教育をみんなに」

「水と衛生は」は、エス・ディー・ジーズだは、「安全
な水とトイレを世界中に」

の各目標に入っています。

ところで、日本では、2016年安倍総理が「持続可能な
開発目標推進本部会合」を開催し、以後エス・ディー・
ジーズに関わっていくことを決議されました。

RCの6重点分野が、世界的かつ今日的課題であるこ
とが、再認識されました。

■今年の例会も今日を入れてあと3回です。
　ただ、成美学寮もありますし、地区大会もあります
ので気を抜かないように頑張っていきましょう。

■本日は下岡会員担当の卓話です。
　宜しくお願い致します。

2019-20年度第1271回（第21回例会）
幹事報告 (12/5)

幹事  安達 昌弘

■明後日の12月7日（土）は、社会青少年委員会担当
の「成美学寮 餅つき支援」の日です。
　12時半集合、午後1時開始です。
　後程、井本委員長からアナウンスがあります。

■12月12日の例会は各委員会報告及び次年度総会
を予定しております。

■12月13日（金）14日（土）は、お渡ししている名札
が必要な地区大会です。
　12月13日（金）の分科会・14日（土）の本会議と公
開シンポジウムが予定されています。
　特に、2日目（14日）のクラブ名点呼の際に多くのメ
ンバーを揃えたいので、この日の12時50分には現
地にお願い致します。
　会長と僕が中之島の皆さんを国際会議場の席に
て待っております。

■12月19日（木）は、今年最後の例会です。例会後、
クリスマス家族会が開催されます。
　例会開会は午後6時、クリスマス家族会の開会は6
時半となっております。

■さて新年ですが、来年の第1回目の例会は1月9日
（木）となっております。
　この日は、会長・幹事の新年の挨拶を予定しており
ます。

■1月16日（木）新年の卓話の第1回目は村上会員の
担当です。よろしくお願いします。

■1月23日（木）は職業奉仕委員会担当のクラブ
フォーラムです。
　辻 義光委員長、よろしくお願いします。

■1月の最終週は夜例会の後、恒例の上半期新入会
員歓迎会です。
　言い方を変えれば北口会員の歓迎会ということに
なります。



フレイル予防に認知症（ニ）予防（ヨ）活動（かつ）

担当 ： 下岡 陽一郎 会員、
講師 ： 一般社団法人 認知症予防活動コンソーシアム 代表　歌丸 和美 様

「若いころはできたのに」そんな風に思うこと、どなた
もありますよね。

加齢とともに、あたり前だった機能が少しずつ低下し
ていく。本来の働きが落ちたり、全く機能しなくなるこ
とが原因で病気を引き起こしたり、生活の質 QOLを
下げてしまいます。これが老化による体の衰え、老衰
です。こういった身体の変化ももちろん老化ですが、
実はこのような身体的側面以外にもすすんでいく老
化があります。その老化のモノサシとして「フレイル」
という言葉があります。

フレイルとは？

この言葉は2014年に日本老年医学会が発表しま
した。

これまで、老化といえば身体的なものだけを指して
いましたが、フレイルでは精神的な老化（認知症状
の低下）や、社会的な老化（孤独、社会参加の低
下）など、多面的にその人の老化度を測ることで、
医療・行政・地域で連携し予防に取り組もうという

目的意味をこめてこの言葉がうまれたのです。

日本は世界でも特出して、高齢化及び少子化が進
んでいます。2018年には高齢化率は28.1％、
2060年には40%と予想されています。長生きをす
るのはとても素晴らしいことですが、その反面、医
療費介護費増加が国費を圧迫していきます。

そう考えると、高齢者は医者にかからず病院に行
かず、できるだけ元気でいることこそが、税金節約
になるのです。つまりフレイル予防がこれからの日
本の極めて重要な課題ともいえます。

なりたくない病気 NO1．認知症

日本人の死亡原因第一位は「がん」です。続いて
「心疾患」「肺炎」などが続きます。しかしそういった
死に至るような病気を差し置いて、日本人がもっと
もなりたくない病気とこたえるのが、「認知症」です。

精神的老化、認知機能が衰えることが最も嫌だと
考える方が多いようです。私もそう思います。例え
ば自分が何を思って今ここにいるのかわからなく
なる、何があって腹立つと感じているのかわから
ない、このそばにいる人が誰なのかわからない、頭
にもやがかかっているかのようにいつもいろんな
ことがはっきりしなくなっていく、この不気味な不
安感をずっといだいた時間を生きることになるの
です。

認知症がおそろしい理由は様々ありますが、これ
だけの医学の発達があってもいまだ特効薬も治療
法もないことが一番の理由と思われます。

認知症対策の現状

それどころか、2018年は世界のトップを占める名
だたる製薬会社が認知症治療薬の開発を撤退し
ました。日本では認知症の症状をおくらせると今も
処方されてる薬がフランスでは効果がないを判断
し保険適応を外す、など認知症医療に対し、どこの
国でも暗雲しかないのが現状です。

しかし、どこの国も認知症に対し何もしていないわ
けではありません。予防医学が盛んな国では認知
症予防の取り組みを早くから始めています。

日本はというと、認知症のことを正しく理解しさり



げなく支えていける認知症サポーター、オレンジリ
ングを増やすことです。つまり増え続ける認知症に
介護施設も医療機関も満杯で入れないので、軽中
度の認知症の方は地域で暮らせるようにしましょう。
そのために支えあえる人材育成をしているのです。
これがオレンジリング、認知症の共生の意味です。

世界に比べて予防意識が低い日本では病気に
なったら病院へ行って薬もらって直す、というのが
通例でした。そのせいで医療費が莫大に膨れ上
がっています。認知症でも同じことをしようとして
います。認知症の方が増えたとしても生きやすい
地域をつくるということに重きをおいているのが、
日本の認知症対策なのです。でも今後高齢者の増
加とともに認知症の方も増加します。軽中度は共
生できても、進行が進んで重度になれば、やはり介
護施設に入れることになるでしょう。そうなれば結
果的に介護費もさらに膨れ上がると思いませんか。
また認知症には治療法がないに等しいのです。

認知症の予防

認知症なってからの対策（共生）も大切ですが、今
はじめるべきことは、ならないようにする対策（予

防）なのです。他人任せにせず、自ら病気にならな
いよう、認知症にならないように予防意識を高め、
その予防を実践していくことが大切と考えます。

実際に今年の6月日本で認知症の予防と共生とい
う方針をはじめて打ち出しました。

私たち認知症（ニ）予防（ヨ）活動（活）はその活動
を行っています。

脳トレ（スリーAフレイル予防ゲーム）、メディカル
アロマ（嗅覚アプローチ、ハンドトリートメント）、体
操（筋力アップ、姿勢調整）、スポーツ（健常者と対
等にプレーできるオレンジスポーツ）、音楽（合唱、
合奏）など様々な自然療法をいわれるものを使っ
て、認知症の予防につなげています。

ニヨ活の推奨する予防で最も特徴的なことが、一
人ではやるのではなく、「必ずだれかと行う」という
ことです。予防のために人の関わりがついてくるの
です。つまり、ニヨ活を行うことで様々な年齢の人と
の出会い・社会参加をしてもらうのです。

またそのトレーナー、講師、セラピストをそのオレ
ンジサポーターや高齢者の中から育てています。

オレンジサポーターを中心に高齢者や認知症当
事者がいきいきと活動し、友達作りや集まりの場
の提供、地域や企業を連携しその活動の場を広げ
る活動がニヨ活なのです。

フレイル予防で、もっとも難しい（一人でできない）
のが、精神的老化（認知症の予防）と社会的老化
（社会不参加、孤独、独居）です。ニヨ活を行うこと
でこの二つの解決につなげていきたいと考えてい
ます。

今日はその中でも、続けることで認知機能テストの
上昇結果がでているスリーAフレイル予防ゲーム
をみなさんに体験していただければと思います。



12月8日（日）読売新聞・奈良版朝刊に記事が掲載されました。

成美学寮への餅つき支援事業
12月7日（土）、社会青少年奉仕委員会の秋の活動は、
今回で23回目の継続支援を数える奈良県柳生の成
美学寮への餅つき支援事業を行いました。

当日は奈良野奥山の紅葉が見栄えるほどの良い天
気で、寒いながらも当クラブからは16名（吉田さん奥
様・杉村さん奥様・植屋さん奥様含む）の参加者で年
末に向け賑やかにお餅を搗きました。

木村会長の挨拶から始まり、橋本寮長の寄付支援に
対する感謝のお言葉のあと、参加者ほぼ全員がリズ

社会青少年奉仕委員長  井本 万尋

ムよく、杵と石臼で「ヨイショ・ヨイショ」の掛け声で合
計3臼（約10キロ）の餅を搗きました。

奥様方もつきあがった餅を餡ころ餅にするのに必死
になり汗をかくほどの熱気に包まれ、最後は寮生の
みんなと一緒に出来上った餅をたくさん食べました。

最後は例年の通り、贈り物のタオルと木村会長から
の差入れの果物に対する橋本寮長からのお礼の言
葉もあり長年継続支援してきた中之島RCの歴史を感
じました。
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●出席報告
会員数 36名 国内ビジター 1名
名誉会員数 5名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 2名
出席者 29名 外国ゲスト 0名
欠席者 6名

出席率 82.85 %
11月14日の修正出席率 94.28 %

●メイクアップ
井本 万尋 10月  2 日 ガバナー杯野球大会
上瀬 　匠 10月  2 日 ガバナー杯野球大会
下岡 陽一郎 11月  4 日 ガバナー杯野球大会
満村 和宏 11月  4 日 ガバナー杯野球大会
吉田 　了 11月  4 日 ガバナー杯野球大会
村橋 義晃 11月14日 地区財団委員会

木村：認知症の話、期待しています。

辻（一）：ニコニコ

井本：7日成美学寮に出席の方、気を付けてお越しく

ださい。よろしくお願いいたします。

下岡：本日代理卓話です。よろしくお願いいたします。

吉田：ニコニコ

嶽下：喘息です。ニコニコ

前田：今国会で問題になっている「桜を見る会」私も

数年前に行きました。

国会で話すような大事な問題ではありません。

国費の無駄遣いです。

村上：下岡会員、歌丸様卓話頑張ってください。

栗山：寒くなりましたね。ニコニコ

藤本：下岡会員、歌丸様、本日の卓話よろしくお願い

いたします。

本日合計 : ￥22,000
累　計 : ￥693,500

●本日のビジター
大阪西RC 高士 雅次 様

▲お誕生日のお祝い：左より小林 俊統会員・西田 末彦会員・木村 眞敏会長

▲事務所創立記念日のお祝い：左より栗山 博道会員・木村 眞敏会長

本日のメニュー

・柿と生ハムクリームチーズ　サーモンコンヒイ
無花果のコンポート

・仔牛とベーコンのパネ温野菜添え
トマトレジエールとトリュフソース

・彩りサラダ、コーヒー、パン

●本日のゲスト
下岡会員紹介（ゲストスピーカー） 歌丸 和美 様
下岡会員ご家族 下岡 朋江 様


