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ロータリー：変化をもたらす

Weekly Report
2017-2018 年度
第 2547 回 例会 平成 30 年 5 月 30 日(水) 曇り

会長挨拶

点鐘

ここのところ、アメフトのタックルが問題に
なっております。昔ながらの体育会系の名残
が、まだまだあるように思われます。
この問題を機に、徐々に新しい形ができ上が
っていくのではないでしょうか。
ロータリークラブも年々変わってきておりま
す。また変わらないことには、発展も望めま
せん。理念を踏まえ、成長していくことが、
クラブの発展へと繋がっていくと思います。
幹事報告

ロータリーソング
司会･進行

井戸川 秀治会長
奉仕の理想
四つのテスト(天野耕一郎会員)
堂前 慶之会長エレクト

今後の予定
6/ 6

第 2548 回

卓話：小山博正君

卓話：濵尾ゆかり君・遠山久恵君
★ガバナー事務より
6/13
第 2549 回
村山恵子君
・公共イメージ委員会よりアンケート回答
のお願いが配信されております。
6/20
第 2550 回 クラブ協議会
締切：6/15(金)
・第 7G 「第 12 回 会長・幹事会」の
6/27
第 2551 回 夜間例会(納会)
お知らせが配信されております。
日時：6 月 12 日(火)18 時から
場所：一の屋本店(秦野南口)
会費：7,000 円
・第 2780 地区 姉妹クラブ/双子クラブ・友好クラブ集計結果が配信されております。
・米山学友会主催「クリーンキャンペーン」のお知らせが配信されております。
日時: 2018 年 7 月 8 日（日曜日） ※ 雨天決行
◇11 時
小田急線「片瀬江ノ島駅」集合
◇11 時 30 分～12 時 30 分
片瀬海岸東浜に移動して海岸清掃
◇13 時～16 時
海の家「BOND」にてバーベキューと懇親
◇16 時
現地解散
会費：3,000 円（お一人様）当日徴収します。
締切：6/25(月)
・ハイライトよねやま 218 が配信されております。
・「第 7 グループ懇親会」のご案内が配信されております。
日時：6 月 13 日(水) 受付 18：00～ 開会 18：30 ～ 閉会 21：00
場所：一の屋本店(秦野南口)
会費：5,000 円
★伊勢原市商工会より
退任のご挨拶・就任のご挨拶が届いております。
★伊勢原市展実行委員会より
「第 23 回伊勢原市展」への応援をお願いする趣意書が届いております。
★伊勢原市国際交流委員会より
平成 30 年度 伊勢原市国際交流委員会総が届いております。
★社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会より
会員加入のお願いが届いております。

スマイル報告

外谷 正人 スマイル委員会委員長

井戸川秀治君

内田さん、顔を見て安心しました。卓話よろしくお願いします。服部さん、お久しぶりです。

東

5/26 地区新会員の集いがございました。テーブルディスカッションでは、熊谷サンガテーブル
リーダーを務め、大活躍されました。地区増強委員として、田中さんも出席していただきました。
ありがとうございました。

学君

東井

重和君

吉川

昌男君

佐伯

崇興君

松下

孝君

内田さん、卓話楽しみにしています。

田中

徹君

この 3 月に、金城さんと 2 人で商社を立ち上げました。後程 PR の時間をお願いします。

田村

貴寿君

天野耕一郎君
堀口

雅巳君

外谷

正人君

会員誕生祝い

結婚祝い

創立祝い
入会祝い
スマン

出席報告

内田さんの卓話、大好きです。
5 月 2 日早朝緊急入院し、5 月 11 日に退院したので、5 月 9 日の卓話ができず、大変ご迷惑を
かけました。その後、役員を始め皆様のご厚意で回復に向かっており、感謝しております。あり
がとうございます。
この度内田様よりひかり幼稚園に、電子ピアノをご恵贈ご恵贈
いただきました。ありがとうございました。

内田さん、卓話楽しみにしています。
内田さん、今日の卓話楽しみにしています。
5 月 26、27 日に、第 3 班社員旅行で大阪道頓堀と USJ に行って来ました。串揚げ、たこ焼
き、アトラクションと満喫してきましたので、スマイルします。
先週例会を欠席して、ベトナムのハノイに研修旅行に行って来ました。やっぱりどの国に研修に
行っても、夜の研修が一番身になりました。
鈴木 康弘君→誕生日のお祝い、ありがとうございます。50 代に突入し、身体が痛い日が増えて
きました。
山田 昌紀君→結婚記念を祝っていただき、ありがとうございます。何とか 9 年目突入です。さ
すがにラブラブではないですが、今では同士のような夫婦です。妻と娘達に怒られ
てばかりの毎日です。
鈴木 康弘君→結婚記念、お祝いありがとうございます。2 つ目です。
外谷 正人君→結婚を祝っていただき、ありがとうございます。来年も祝っていただけるように、
仲良くしていきます。
吉川 昌男君→創立を祝っていただき、ありがとうございます。106 年になります。
鈴木 康弘君→本日 3 つ目ですみません。創立 49 年になります。地域に貢献できるよう頑張り
ます。
飯田 隆三君→早いもので、入会して 18 年になります。最近毎年、年を取るのが早く感じる今日
この頃です。もう少し楽しみたいと思っています。
堂前慶 之君→暑いし、もうすぐ梅雨ですね。今日は都合により、少し早めに退席します。スマン
です。
小泉隆一郎君→早退いたします。田中副会場監督、よろしくお願いします。

貝原 剛規 出席委員会委員長
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事前 MUP
東
学君→クラブ管理運営委員会
地区新会員の集い
萩原 庸嘉君→米山奨学・学友・資金推進委員会
松下
孝君→次 G補佐連絡会議・拡大委員長会議
次 会長・幹事会
築城 忠生君→次 会長・幹事会
小泉隆一郎君→職業奉仕委員会
田中
徹君→会員増強・会員維持委員会
地区新会員の集い
熊谷 勝利君→地区新会員の集い

ロータリー財団寄付

松下

孝君

ポ－ル・ハリス・フェロ－ 4 回目

多田 政弘君

ポ－ル・ハリス・フェロ－ 1 回目

委員会報告
仙波 忠生 社会奉仕委員会委員長
芝桜プロジェクト 草刈りのお知らせ
6 月 3 日(日) 8：00 現地集合
田中 徹 会員
株式会社 城中商事 設立のご紹介
台湾との交流を深めようと、この 3 月に金城会員と「株式会社 城中商事」を立ち上げました。今回は台湾のマン
ゴーを販売いたします。チラシございますのでご覧になり、ご利用ください。
東
学 幹事
地区新会員の集い報告
田中さん、熊谷さん、私の 3 人で参加いたしました。「You は何しにロータリーに？」をテーマにディスカッショ
ンしていただきました。熊谷さんはテーブルリーダーになり、皆さんの意見を引き出していました。お疲れ様でし
た。次年度は、日時：2019 年 3 月 22 日(金)・23 日(土) 一泊研修 場所：横浜ローズホテル 3 年未満の方
は、ご参加お願いいたします。

卓話

内田 智久君
本日は、人生 100 歳時代を迎えていることもあり、健康に関わる私の仕事についてお話します。
テロメアという染色体が、健康寿命を延ばすことに深い関わりがあるということで世界で研究が進め
られています。

老化を防ぎ、若さを保ちたい。そんな願いをかなえると注目されている研究があります。
ノーベル賞生物学者・ブラックバーン博士らによる「テロメア」研究です。
染色体の端にあり細胞分裂のたびに短くなるため、年とともに縮むと考えられていたテロメア。
ところがテロメアを伸ばして細胞から若返る方法があり、がんを防げる可能性もあるというのです。
それは日常で実践できる生活習慣。最新の研究から健康寿命を延ばす秘策と命の神秘に迫った映像をご覧ください。
【出典元】
NHK クローズアップ現代 ＋「生命の不思議“テロメア” 健康寿命はのばせ
る！」（2017 年 05 月 16 日放送）
https://www.youtube.com/watch?v=fPiLslFt3Ko
長い後半生を健康に送るということは、社会全体の大きな課題です。運動、食事、
人間関係、最新のテロメア研究は、日々をよりよく生きることの大切さを改めて私
たちに問いかけています。
ロータリーの例会で、会員の皆さんに会うという「繋がり」は非常に大切だと思い
ます。
私も、これから一般社団法人「AI 医療研究会」というものを立ち上げることになりました。
様々な活動を通して、これからも健康と医療に関わっていきたいと思います。
ご静聴ありがとうございました。

例会場
例会日
事務局

和膳 照國 伊勢原市東大竹 937-1 TEL 0463-92-1919
毎週水曜日 12:30～１３:３０
神奈川県伊勢原市伊勢原 1-2-2 横浜銀行伊勢原支店内
TEL. 0463-92-5777
FAX. 0463-95-5313
E-mail. rc1isehara@gmail.com

