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出席報告　出席委員会　　安藤譲治君　(出席規定の適用免除会員数 5 名）
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L　会長挨拶　和気勝利会長

今月の始めの例会には、防災の
日の話、また先週の例会では、救
急の日の話と二週続けて災害に
関する会長あいさつをさせてい
ただきましたが、その先週の例
会の翌日から、皆さんご存じの
通り温帯低気圧に変わった台風
18号からの豪雨により、茨城県の
常総市を中心にした多大な災害に繋
がってしまいました。
会員の皆様はいかがでしたでしょうか?

先週の金曜日には、蜂 ガバナー補佐を通じて、中
谷ガバナーから黒磯ロータリークラブあてのご心配、
お見舞いのご連絡をいただいた次第です。
被害に遭われました方々に心よりお見舞いを申し上
げる次第です。また、一昨日には九州の阿蘇山が噴火
したりと、災害に見舞われた一週間でした。
さて、このところの災害等をテレビ・ラジオ・新聞
等で拝見・拝聴しておりますと、このところこのよう
な表現をどきどき耳にいたします。
「観測史上一番」「今までに経験したことのない」「何
百年、何千年に一度」とか。いわゆる今までに我々の
記憶にない初めての経験になるような大きな災害が発
生しているということでしょうが、最近特に耳にする
ように思えるのは、私だけでは無いのではないかと思
います。大きな被害が発生する要因として、市の対応
の遅さとか、伝達の遅れとかいろいろ問題はあるとは
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思いますが、基本的にはやはり「自分の命は自分で守
る」そのような気持ちで取り組みたいと考えております。
会員の皆様もくれぐれもご自愛いただきますようお
願い申しあげます。いよいよ今週の末からシルバー
ウィークが始まります。
シルバーウィークが大型連休になるには、秋分の日
が水曜日になる必要がありますが、2015年は秋分の日
が水曜日なので、9月20日の日曜日から9月23日の水
曜日までの4連休となります。また土曜日が休みであ
れば9月19日の土曜日から9月23日の水曜日までの5
連休となります。
このような大型連休は、毎年出現するわけではなく、
過去には2009年に一度あっただけで、今回の2015年
以降では2026年まで大型連休は出現しない見込みのよ
うです。
ですから今後はあと10年はこの大型連休は出現しな
いわけですから、大事にお使いくださいますようお願
いいたします。最終日が水曜日になりますので、黒磯
ロータリークラブの例会もお休みとなりますので残念
に思われてる会員の方もいらっしゃるとはおもいます
が、この間行楽に行くもよし、一日ぐらい災害に遭わ
れた所へのボランティアに行くこともよし、家でゆっ
くりというのもいいでしょう。しかし昨今は家にいて
も飛行機が突っ込んでくるご時世のようです。どこに
いても常にご注意いただき、来年の6月30日までは会
員全員生き延びていただきますようお願い申し上げます。
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○　世界ポリオデーに向けての案内が届いております。
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回覧中です。
○　大田原ロータリークラブ会報が届いております。
回覧中です。
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L　委員会報告　髙木茂副会長

○　広報委員会稲垣政一委員長

フォトコンテストの応募要綱が決まりましたのでご
報告いたします。詳細は回覧していますのでご覧下さ
い。豪華賞品を用意してますので、奮ってご応募して
ください。

○　齋藤武久君

10月8日の芋煮会の出欠表を回しています。出席の
方は〇、欠席の方は×を記入して下さい。

○　鳥居輝一会計長

1.ゴルフ愛好会年会費　　　　　　10,000円
2.ガバナー公式訪問写真代　　　　 1,080円
3.地区ゴルフ参加費（参加者7名）　6,000円
以上を9月24日（木）に栃木銀行より引落致します。

☺  ニコニコボックス　福田逸男君

植竹　一裕君　本日より秋本番です。頑張ります。
大島三千三君　結婚祝い有り難うございました。
吉光寺政雄君　結婚祝い有り難うございました。
村山　　茂君　次回例会欠席。事前報告。
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○　稲垣政一広報委員長

当クラブ会員である小野安正会員
が、14年ぶりに、5月下旬から約
1か月間、第2の故郷ブラジルに、
里帰りをしました。
本日の卓話担当は広報委員会
なのですが、報告も兼ね卓話を
依頼しました。ブラジルは現在、
政治は汚職で混迷、経済は資産価
格の下落で、苦しく暗い状況のよう
です。ですが、明るいイベントとして来
年オリンピックが、開催されます。
ブラジルと言えば大アマゾン、サッカー、リオの
カーニバルを思い浮かべますが、是非ともこの機会に、
私たちの知らないブラジルを教えて頂ければと思いま
す。では、小野会員よろしくお願いします。

○  小野安正君

今回ブラジルを訪問したのは、14年ぶりのことです。
成田～トロント間のフライトが12時間、トロント国際
空港内で待ち時間、8時間。トロント～サンパウロ間の

フライトが11時間。計30～31時間
もの移動時間がかかりました。4
日間ぐらいは、時差ボケと疲れ
で頭がボーっとしておりました。
到着から3日目に、首都のブ
ラジリアへ行きました。ブラジ
リアは非常に不便な地域でした。
なぜかと言うと、住まいと商店街
が別々になっており、いい面もあり
ますが、生活する上では不便だなと思いました。気候
は南米という所を考えると、どちらかと言うと過ごし
やすいです。日中は暑いですが、夜は19℃くらいまで
下がりますので、眠りやすいです。
ブラジリアの人口の1/3は国家公務員です。甥兄弟
がブラジリアに住んでいます。兄が陸軍中佐で今年の
12 月には大佐へ昇進するそうです。奥さんは医者で
す。弟は公務員で裁判所で務めております。奥さんは
国務省に務めているそうです。
旅行中一番多くの時間滞在したのはサンパウロです
が、サンパウロは昔とあまり変わっていないような印
象でした。治安は相変わらず悪いです。一人で歩くの
は何となく嫌だなと思いながら外へ出ていました。ブ
ラジルで一番用心する場面は家の門を出入りするとき
です。
家に入る時は後ろに人がいないか確認してから門の
鍵を開けます。家を出るときは、周りに人がいないか
確認してから門を開けます。日本ではそんな事を考え
て生活しないので、気疲れもします。
またサンパウロの東洋街は、日系人が減ってどんど
ん中国人が増えているのにびっくりしました。色々話
を聞くと日系人の世代交代のようです。日系人は子供
の教育に力を入れいい大学に行かせ、いい職に就いて
安定した生活を送っている人が多いみたいです。親た
ちは年と共にお店を辞めているようで、そこに中国人
が入ってきていると言っていました。
サンパウロの福祉協会の中にボランティアで組織し
ている"デイサービスシャローム"に行ってきました。
そこでは火曜日と木曜日に約40名のボランティアの人
たちで昼食を一人200円で提供していました。一人暮
らしのお年寄り、歩けない人、認知症の方といろいろ
な事情を抱えている人たちが大勢おりました。まず最
初に、血圧、体温を測って記録しておりました。
その後、体操をしたり、いろいろな話をしたり、最
後には日本の昔の歌を歌っていました。少しでも日本
の事、ふるさとの事、思い出して明るい気持ちを持っ
てもらえたらとボランティアの方たちが活動している
すがたに心打たれました。それをやっていた方は、領
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事館に勤務している方の奥さんや、企業の海外赴任者
の奥さん達がボランティアに参加しておりました。日
本に住んでいる我々も、しっかり日本を守る義務があ
ると思います。海外に住んでいる日本人の事を考えた
事があるでしょうか。国際化が進むにつれてますます
海外に出ていく日本人が増えると思います。その人た
ちを支えるのは日本という国がふるさとだという事を
忘れてはいけないと思っております。
それから、私の以前住んでいた"ヴルゼングランデ"
へ行き古い友人達に会ってきましたが、友人達は定年
となり、年金生活を送っておりました。話をしていて
も活気がなく全然話が合いませんでした。ちょっと
がっかりでした。
それから、日経文学会の所にも行ってきました。子
供の時に戦後移民で行った方でも、はや70歳になって
おります。どんどん一世がいなくなっております。遠
くない将来に日本語の読み書きができる人がいなくな
る事を自覚して、たとえ1日でも先に延ばしたいとい
う思いで、月2回文章講座開いています。各自で作っ
た文章を読み上げて発表しています。
年に2回程各自の文章をまとめて本を出版していま

す。先々誰かが興味を持って見てくれたらという思い
で続けているそうです。
8日間かけて、パラナ州サンタカタリナ州を車で旅
行してきました。
約2,700㎞の旅でした。サンタカタリナはヨーロッ
パ移民の多い所です。ドイツの植民地、オーストリア
の植民地があり、特にオーストリアの植民地はヨー
ロッパの街並みが広がっており非常にきれいな場所で、
ここなら住んでも良いと思うほどです。
来年11月に別の甥の結婚式があるので、来年また行
きたいと思っております。次回はアルゼンチンのパタ
ゴニアの氷河まで足をのばして行きたいなと思ってお
ります。
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・・・・私の関心事・・・・
先週稲垣会員が、関心事はいく
つもあるとおっしゃっていまし
たが、私も同じように関心事は
たくさんあります。限られた時
間ですので１つだけ「認知症」に
ついて話したいと思います。
私も50歳をすぎ二人の子供も
成人しお金以外は手がかからなく
なりましたが、次にまだ先の事と
思っていた親の面倒というのがひしひしと迫ってきて
おります。特に私の父親ですが現在77 歳になります
が、軽度認知障害と診断され、薬を飲めば重症でない
ので進行を遅らせることができるという事でしたので、
少しほっとしましたが、身近でおこったためあらため
て認知症について関心を持つようになりました。
そもそもこの認知症て何といいますと、「夕食は何を
食べたのか思い出せない」というのは単なる物忘れで
すが、食べたことすら忘れてしまうのが「認知症」で
あり病気であり単なる物忘れでないということです。
認知症の人は462万人、軽度認知障害の人は400万人
いると言われています。軽度認知障害とは、物忘れの
認知力が同年代のレベルよりも低下しているものの、
日常生活に支障をきたしていない状態。簡単に言うと、
認知症と生理的老化現象の中間で、認知症予備群と呼
ばれるものです。このあたりが、私の父親もそうなん
ですが、判断が微妙なところで、まして本人は年のせ
いと自覚がまったくないのが悩みどころです。
認知症には、原因や症状などいろいろあり、代表的
なものとして、アルツハイマー型認知症、脳血管性認
知症、前頭側頭型認知症、レビー小体型認知症、があ
るそうです。身近であります認知症、私も最近は「あ

　ブラジリアの象
徴とも言える、オ
スカー・ニーマイ
ヤー設計の大聖堂。
16本の支柱をぐる
りと壁面に巡らせ
た王冠のような斬
新なフォルムで、
支柱間にはステン
ドグラスが広がっ
ている。（上）
　ブラジル銀行
(BANCO DOBRASIL)
は1808年に設立さ
れたブラジルに拠
点を構えるブラジ
ル最大の商業銀行。
ブラジル最初の銀
行でもある。（中）
　柿は日系人がブ
ラジルに持ってき
たものである。２-
5月頃には、サンパ
ウロではよく見か
ける普通の果物で
ある。Kaqui Caqui
と書かれる。(下)



近隣クラブ例会日
◎火曜日　西那須野／いとう家　　　　0287-36-0028
◎水曜日　塩原／塩原カントリークラブ0287-35-2211
◎木曜日　大田原中央／勝田屋記念会館　　0287-23-4165

会報委員会：礒勝彦・齋藤武久・植竹一裕・髙木慶一・鳥居輝一

◎木曜日　大田原／ホテル龍城苑 　0287-24-2525
◎木曜日　那須／ホテルエピナール那須 0287-78-6000
◎金曜日　黒羽／ホテル花月 　0287-54-1105
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次回例会　　　平成 2 7 年 9 月 3 0 日　　　担当親睦委員会（観月会）

●　9月16日欠席(敬称略)
平山博・戸野俊介・遠藤清和・深町彰・月江寛智・
瀬尾紀夫

○　前回9月9日分メークアップ(敬称略)
戸野俊介・安藤譲治・大島三千三

れ」「それ」とか良く言うようになり、子供から将来認
知症になるよなど言われ、親の遺伝でそうなるのかな
と少し不安であります。みなさんもそういったことを
思ったことがあるかどうかわかりませんが、どうすれ
ば認知症になりにくいか、普段から心掛けたほうがい
いか、4つのポイントを紹介します。1つ目は、脳を鍛
える脳トレです。脳には、記憶する、言葉を話す、物
事の善悪を判断するなどの多くの認知機能があり、こ
の認知機能を低下させないことが重要という事です。
その有効手段として脳トレであり、難しい問題を解
いたりするわけではなく、音楽を聴いたり、歌ったり、
読み書きをしたりといった事を生活の一部として取入
れ続けることが大切とのことです。私も芸能人の名前
が思い出せない時、良く「はい脳トレ」などと子供に
言われます。
2つ目が、丈夫な歯で脳が活性化ということで、食べ
物をかむといった歯と歯をかみ合わせた時の刺激が脳
に伝わり活性化されるという事です。そのためにもよ
く噛んで食べるとか、丈夫な歯を守るケア、歯がなく
なったら、入れ歯やインプラントといった歯を補った
ほうがいいという事です。特に、自分の歯が多く残っ
ている人のほうが認知症になりにくいと言われています。
3つ目が、体にいいイコール脳にいいという事で、生
活習慣病が認知症と大きく関連しているそうなので正
しい生活習慣を身につけることが認知症予防になるそ
うです。4つ目は、早期診断、早期発見であり、なんで
も早いうちにわかれば適切な治療ができますので「認
知症かな」と思ったら、医師に相談することというこ
とです。
実際、高齢化が進み認知症の方は増え続けると思い
ますので、認知症の人と家族は大変だと思いますので、
やはり地域社会全体でサポートが必要であると思いま
す。私ども銀行でも認知症と思われるお客様が時折来
店されたりする例はあります。現在、全店に認知症サ
ポーター養成講座を受講した認知症サポーターを配置
し、サポート体制を整えております。今後も全職員の

受講を目指し積極的に取組んでいきます。ちなみに私
もサポーター養成講座を受講し、サポーターの証のオ
レンジリングを頂きました。9月21日は「世界アルツ
ハイマーデー」9月21日から10月4日までは栃木県の
「認知症普及啓発週間」です。みなさんもこの機会に正
しい理解をしていただければと思います。認知症サ
ポーターに興味のある方は、サポーター養成講座と
いっても、そんなに難しいものではありません、市内
でも受講できるみたいですので是非受講してみてくだ
さい。
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鈴木久雄
実行委員長

髙木慶一
実行副委員長

村山茂
実行副委員長
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