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上尾西ロータリークラブ　斉藤一雄会長

るようになっているものが多いようですが、信号を
以前は渡り切れていたのが、渡りきれなくなること
。駅まで歩く時間が以前よりも遅くなったなどです
。MCIの段階で予防することが出来れば、原状維持
や回復することが出来ます。まず、MCIかどうかを
調べることが大切です。番組では、MCIのサインを
取り上げています。①外出するのが面倒②外出時の
服装に気を使わなくなった③同じことを何回も話す
ことが増えたと言われる④小銭での計算が面倒で、
お札で払うようになった⑤手の込んだ料理を作らな
くなった⑥味付けが変わったと言われる⑦車をこす
ることが増えたなどです。こうした変化が3つ当て
はまる時は物忘れ外来などの専門医に診てもらうこ
とが進められます。
　認知機能向上をさせるためにライフスタイルの改
善が有効であるということが注目されています。運
動　早歩き、筋力トレーニング等　食事　塩分、脂
肪を控える、野菜・果物・魚を増やす等　認知トレ
ーニング　記憶力のゲーム等　健康管理　血圧の管
理、生活習慣病対策等です。番組では予防出来る可
能性が明らかになってきたことを紹介しています。
　またMCIの早期発見に血液検査が導入されていま
す。アルツハイマー型認知症は40代頃から発症する
までにアミロイドベータペプチドという物質が脳に
蓄積して認知機能が低下していきます。アミロイド
ベータペプチドを排除したり、毒性を弱める機能を
持つ血液中のタンパク質を検査して判定をします。
　この様にMCIでの認知症予防による、対策を知る
ことは大切なことと思いました。
　上尾ロータリークラブでは、12月3日の例会で認
知症サポーター養成講座を開催します、ご興味のあ
る方はメイキャップ下さい。
以上を持ちました、会長挨拶とさせて頂きます。

　本日は上尾３クラブの合
同例会とのことで、私自身、
入会してから初めてのこと
だと思います。島村市長様
、井原ガバナー様にはご多
忙の中、この例会にご参加
いただきありがとうございます。３クラブの会長幹事で
何回か打合せをさせていただきました。この３クラブの
合同例会は今後も続けていこうではないかと話し合い
ました。これからの会長幹事様、SAAの皆様にはよりい
っそうのお力をお借りして、パスト会長会の皆様にもご
協力をいただき、もう少しランクアップしたクラブづくり
をしていきたいと思います。ぜひ皆様にもこれから長い

ロータリーライフですのでご協力をしていただければと
思います。
　話は変わりますが先程上尾RC関口会長からもお話
しがあったように、上尾市スポーツ少年団の創立50周
年記念式典に我 も々出席してきました。式典では４８団
体の紹介がありました。活動種目は野球、サッカー、バレ
ーボール、ミニバスケットボール、ソフトボール、空手、ソ
フトテニス、ドッヂボール等ということで、上尾には素晴
らしい少年たちがいることを知りました。祝賀会ではこ
の東武バンケットに２５０名の方が集まり盛況となりま
したことを報告しておきます。

上尾北ロータリークラブ　藤波春生会長

　みなさんこんにちは。11
月14・15日は地区大会に
参加し、21日にスポーツ少
年団創立記念・祝賀会に
出席してきました旨、関口
会長と斉藤会長と同様に
報告いたします。
　さて私の家は大石の領家です。自宅のすぐ東側に上
尾道路が建設されています。上尾道路は圏央道が先日
開通して、東北道と東名高速がつながることになったの
ですが、上尾道路は同時開通が果たせませんでした。開
通が遅れた理由は、未開通地域57mの中に稀少植物
があり、自然保護団体との協議が行われていたからです
。来年3月には開通予定となっているようです。ありがと
うございました。

　久しぶりに演台に立たせ
ていただきます。自己紹介
をしますと、私は昭和41年
に上尾に入会しました。49
年前の話ですが、その時一
緒に入会したのは、上尾ク
ラブ大塚崇行さんのおじいさんです。崇行さんが満１歳
の時に入会したわけですので、ずいぶん大きくなったな
ぁと感じております。それから細野さんが入会し、43年
に鴻巣のチャーターに行って、48年に上尾西クラブを
作れということで30名のチャーターメンバーで西クラブ
を作りました。昭和63年に上尾北クラブを作れというこ
とで、やむなく西から北へと行ったのが日吉金次初代会
長です。チャーターは43名集まり、佳き時代だったなぁ

上尾西ロータリークラブ　初代会長　中村秀夫様
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幹　事　報　告

上尾西RC
水野正男会員

ポールハリスフェロー授与

幹事報告は特にありません。
１つご連絡は、野球につい
てです。上尾RCではこれか
ら甲子園出場を目指そうと
いう動きになっています。上
尾西RC斉藤会長にもお話
ししたら、非常に乗り気になっていただいたので、上尾と
上尾西と、できれば上尾北さんも一緒にチームをつくれ
ればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

上尾ロータリ-クラブ　藤村　作幹事
上尾西 石川重明幹事／上尾北 日吉 憲幹事

卓　話　

と思います。
　３つのクラブを歩んできていちばん大事なことは、い
い友達ができたということです。いい友達ができるのが
ロータリーだと思います。そのおかげで上尾メディックス
の後援会にはほとんど全員のロータリアンさんが入会し
てくださっています。後援会長には上尾クラブの神田さ
んになっていただき、富永さんや渡邉清さんのおかげで
昨年は四国や九州まで行ってきました。来月は北海道ま
で行ってくださるとのことでありがとうございます。ロー
タリーに入って感謝の念でいっぱいです。今後ともどう
ぞよろしくお願いいたします。

　こんにちは。ガバナー公
式訪問では３クラブさんに
お世話になりありがとうご
ざいました。本日は急に大
國ガバナー補佐から卓話を
してくれという連絡がきまし
たので、お引き受けした次第です。最初に、地区大会をお
え、その週にテレ玉の『ごごたま』の番組の一部で、認知
症セミナーの模様が放映されたのでまずは動画をご覧
いただこうと思います。＝動画再生＝　
　それでは卓話に移ります。この間、各クラブの公式訪問
で卓話をさせていただいてロータリアン（ロータリ財団）
の使命とは、「ロータリアンが、健康状態を改善し、教育
への支援を高め、貧困を救済することを通じて、世界理
解、親善、平和を達成できるようにすること」であるとお伝
えしました。そういう中でロータリーが大切にしている中
核的価値観（＝Core Values）は親睦と国際理解、倫理

国際RI.D2770地区　井原　實ガバナー

と高潔性、多様性、奉仕、リーダーシップであり、これから
もずっと大事にしていく団体です。「ロータリーの目的」を
読んでいる意味もお伝えしました。これがどんな風に変
化していくかですが、2016年には規定審議会が開催さ
れ、「ロータリーの目的」に新世代のグローバルリーダー
育成に関する第５項目を追加する件というのが挙がって
います。内容については「第５　奉仕、メンタリング、国際
交流、リーダーシップ養成の機会を通じて新世代のグロ
ーバルリーダーを育てること」となっています。制定案の
趣旨および効果では五大奉仕の、第五の奉仕部門に対
応する「ロータリーの目的」の第５項目を追加し青少年・
若いリーダーとの活動を強調するべきものになります。そ
れから規制を緩める方向の提案があります。このあたり
がこれから大きな話題になるのではないかと思います。
　そういう中で、いまの国際ロータリーの中ではどうなっ
ているかというと、ラヴィンドラン会長を見ていると、ＲＩ
に経営学を適用しようとしているように私には見えます。
一方では事務総長はロータリーの伝統を見直そうといい
、出席の柔軟性や会員資格の見直しなどを言っています。
　もう１つの話題はロータリーの行動規範についてで、
原型の「ロータリーの倫理訓」は1915年に11項目でださ
れました。それが1989年に「ロータリアンの職業宣言」8
項目となり、「行動規範」にしてだされ、2014年1月には5
項目に、2014年10月には4項目になりました。削られた5
項目は「事業や職業における特典を、ほかのロータリアン
に求めない」という内容ですが、これを削ったラヴィンドラ
ン会長からすると、ロータリアンになると特典があります
よ、特典があるからロータリーに入りやすい、特典がある
からロータリーをやめにくい、つまり増強と退会防止に貢
献するのではないかと言っています。
　これがいまロータリーで起こっていることです。ぜひ皆
様方にはロータリアンの行動規範を目的とともに読み直
していただいて、考える機会になればと提言させていた
だいて、卓話を終わらしていただきます。ご静聴ありがと
うございました。
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例会日　毎週木曜日　12：30～13：30
例会場　東武バンケットホール４F（ポリアス）
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国際RI.D2770地区　第５G　大國博ガバナー補佐
　本日の上尾３クラブの合
同例会に多数の皆様に参
加いただき、またたいへん
多忙の中、井原ガバナーに
ご出席いただきありがとう
ございます。本日の合同例
会は、井原ガバナーが唱える「ロータリーを学ぼう、そし
て楽しもう」という地区運営方針にあるクラブ活性化の
一環で挙げられた実践です。
　私は、井原ガバナーのガバナー訪問に同行して、自分
のクラブ以外の例会に出席させていただき、クラブの数
だけ各々の特徴があると体験させていただきました。こ
れから会長幹事役を担う会員の皆様、そして新会員の
皆様がいろいろな機会でメーキャップを利用することを
お勧めします。
　次々年度は第５Ｇの大貫等さんがガバナーになりま
すが、上尾西クラブさんはホストクラブとして、また第５
Ｇのとりわけ上尾クラブ、上尾北クラブはコ・ホストクラ
ブとして協調して支えないといけません。これから３クラ
ブがますます交流を深めて会員増強・奉仕活動が求め
られていくと思います。今日の合同例会がそのステップ
になることを念じてご挨拶とさせていただきます。

ごあいさつ　 今回のご依頼も喜んで、なお且つ恩返しの気持ちでが
んばらせていただくつもりです。２年後、大貫さんが立派
なガバナーとして活躍できるよう、上尾３クラブが力を
あわせていきたいと提案したいと思います。よろしくお願
いいたします。ありがとうございました。

3クラブ合同例会 お疲れ様でした！
引き続きこれからも
　　　　　　　よろしくお願いいたします！

国際RI.D2770地区　2009-10年度　大塚信郎パストガバナー
　私は2009-2010にガバ
ナーをやらせていただき、
その時は皆様方
にたいへんお世
話になりました。
奇しくも私が地

区で浅水ガバナーエレクトの次のガバナー
を選考する委員長を仰せつかり、いろいろな
経過の後に、上尾西クラブの永島さんに相談
したところ、快く大貫さんを推薦していただき
ました。先日上尾RC理事会で上尾西さんか
ら地区研修・協議会のホストの依頼がきてい
たと聞きました。私の時も上尾西クラブさん
にホストをお願いさせていただきましたので、

国際RI.D2770地区　大貫　等ガバナーノミニー
　皆さんこんにちは。先日
の地区大会では2017-18
年度ガバナーの候補という
ことでご承認をいただきま
した。ありがとうございます。
今日の挨拶の中について、
上尾西クラブ会長からはノミニーになった意気込みを
話せと言われたのですが、まだ井原ガバナーは年度の
前半であり、浅水年度もこれから控えています。ノミニー
が云 と々いう立場にはありませんので意気込みは丁重
にお断りさせていただきます。先程来お話しがあった上
尾３クラブが合同でこのような席を続けていっていただ
けるというのは、本当に心強く思います。本当にありがた
く皆様に感謝を申し上げます。これから勉強をスタート
して、井原ガバナーほどうまくいくかわかりませんが、が
んばりたいと思いますので、ここにご臨席いただいた皆
様方のご指導ご鞭撻、ご支援ご協力を賜りたく思います。
よろしくお願いいたします。
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世界へのプレゼントになろう

12月10日  卓話 村岡武仁会員
　　　　　マイナンバー制度について
12月17日  血液センター見学
　　　　　（例会場・時間変更）
12月26日  年次総会
　　　　　次年度役員発表
　　　　　クリスマス例会
　　　　　（日程・時間変更）

　今日は上尾RC、上尾西RC、上
尾北RC　３クラブ合同例会とう
ことでお招きをいただきました。
多くの皆様がお集まりということ
で心からお慶びを申し上げたいと
思います。ロータリークラブの皆様には日頃より幅広い分野で奉仕活
動をしていただき、あらためて厚く御礼を申し上げます。各クラブが
それぞれの奉仕活動をしていただくわけですが、皆様方には上尾市の
発展だけでなく国際的にも多くのご協力を賜っております。これから
も３クラブのご発展とますますのご健勝を心からお祈り申し上げ私か
らの挨拶とさせていただきます。

会長あいさつ
上尾RC　関口　和夫会長

上尾市長あいさつ

　皆さん、こんにちは。本日は上
尾ロータリークラブ、上尾西ロー
タリークラブ、上尾北ロータリー
クラブの合同例会に、ご出席あり
がとうございます。
　上尾市長島村穣様、国際ロータリー第2770地区ガバナー井原實様、
上尾中央総合病院の中澤様ご出席ありがとうございます。今週は、11
月21日に上尾市スポーツ少年団創立50周年記念式典、祝賀会に出席し
ました。埼玉国体の、直前の1966年（昭和41年）に創設されてから
50年、関係者の方のご苦労、ご努力には敬意を表したいと思います。
　先日の地区大会では認知症につて、一般市民も参加してのフォーラ
ム、パネルディスカッションがありました。また、NHKスペシャルで
は認知症の予防について取り上げられていました。その中でMCI（軽
度認知障害、mild cognitive impairment）についての、解説があり
ました。MCIとは、正常ではないが認知症でもない状態。数年後に認
知症に移行する可能性がある状態のことです。MCIから認知症に進む
なかで歩く速度が遅くなることが指摘されています。歩く速度が秒速
80ｃｍ以下になると、MCI認知症のリスクが高くなるそうです。秒速
80ｃｍ（時速2.9キロメートル）とは、横断歩道は秒速100ｃｍで渡れ

合　同　例　会
上尾RC・上尾西RC・上尾北RC 3クラブ


