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第2746回 村山年度 第12回 会報 2016 9-28 司会 豊田哲司君 

欠席の場合は当日 9 時 30 分までに次のいずれかにご連絡を。電話 62-0128、FAX62-1076 （以上石山桂子） 
                          メール  qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp 

出席報告  出席委員会  安藤讓治君 （出席規定の免除会員数5名） 

例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU 数 修正出席率 

本日 9月28日 38(5) 30(3) 8(2) 83.3% 

前回  9月21日 38(5) 31(2) 7(3) 88.6% 4人 100% 

那須塩原市 健康増進課 
主査 佐藤俊子様 

 皆様、こんにちは。本日は、秋の交通安全
運動に関連したお話をさせていただきますが、
その前に、9月24日に行われました「ふれあい
広場」について、黒磯クラブの恒例の奉仕活
動ですが、社会奉仕委員会を中心に多くの会
員の皆様にお手伝いいただき、滞りなく終了
できましたことに対して、厚くお礼申し上げ
ます。私と髙木慶一GAは、同日に西那須野
ロータリークラブ45周年式典並びに懇親会 

出席のため参加できず、大変申し訳なく、残
念に思っております。お許しいただきたいと
思います。 
 西那須野ロータリークラブの45周年式典に
は、フィリピン：パラニアッケRC 韓国：東
水原RC 台湾：桃園RC 埼玉：新座RC 福
島：郡山安積RC 千葉：茂原中央RCなど国内
外の姉妹クラブ等が来賓として招待され、国
際色に溢れた式典の中、懇親会では「大田原
市福原の餅つき」がアトラクションとして行
われ、特に外国から列席された皆様に大好評
でした。 
 さて、本日のご挨拶ですが、9月21日より30
日まで「秋の交通安全運動」が実施されてお
ります。かつて年に1万人以上の交通事故死者
数を出している状況を「交通戦争」と呼びま
した。1970年（昭和45年）のピーク時には
16,000人を突破し、その後、一時減少し、
1988年（昭和63年）にもう一度1万人を超え
「第2次交通戦争」と言われました。 
 現在は、2009年（平成21年）以降は年4千人
台で推移しておりますが、このうち2,000人以
上が何と高齢者（65歳以上）です。交通事故
死者数の半数以上が高齢者とは、まさに高齢
社会の縮図そのものです。がんや心臓・脳疾
患といった病魔と並んで高齢者にとって意外
にも大きな死因のひとつになっている訳です。 
 政府は今年、第10次交通安全基本計画をス
タートし、2020年までに交通事故死者数を
2500人以下とし、「世界一安全な道路交通」
の実現を目指しています。交通事故防止対策
は、高齢者対策です。認知症の疑いのある高
齢ドライバーが65,000人も潜在しているとの
推計もあります。体調を十分把握して「健康
運転」を実践してこそ「安全運転」が実現で
きるのではないでしょうか。なお、「交通 
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事故死者数」とは、事故後24時間以内に死亡
した数です。それ以降に死亡した数は、カウ
ントされておりませんので、実際にはもっと
大勢の方が犠牲になっています。 
 那須塩原市としてもこの時期に合わせて
「秋の交通安全市民総ぐるみ運動」が実施さ
れております。運動の大きな狙いは、「子ど
もと高齢者の交通事故防止」です。ポイント
は４つ、 
1. 子どもや高齢者に優しい3S運動の推進 

3S＝See(みえたら) Slow(減速し) Stop(と
まれ) 

2. 夕暮れ時と夜間歩行中・自転車乗用中の交
通事故防止（特に、反射材用品等の着用推
進及び自転車照明灯の点灯の徹底） 

3. 全ての座席のシートベルトとチャイルド
シートの正しい着用の徹底 

4. 飲酒運転の根絶 
【飲酒運転の罰則】 
 酒気帯び（0.25mg以上）：免許取消及び

3年以下の懲役または50万円以下の罰金 
 酒気帯び（0.25mg以下）：免許停止90日

及び3年以下の懲役または50万円以下の
罰金 

 酒酔運転（死亡事故を起こし、さらにひ
き逃げをすると）：15年以下の懲役また
は300万円以下の罰金 

※「9月30日」は、「交通死亡事故ゼロを目指
す日」です。 
 ちなみに、黒磯クラブの7月1日現在の平均
年齢は67歳でございまして、65歳以上の方は
21名いらっしゃいます。 
 本日のお話しは、死亡者数とか年齢のこと
ばかりで大変恐縮しておりますが、こうした
現状をご理解いただき、くれぐれも交通事故
を惹起したり、逆に被害に遭わないようご注
意いただければ幸いです。以上、本日のごあ
いさつといたします。ご清聴有難うございま
した。 

第12回幹事報告を致します。 
 ガバナー事務所より10月のロータリーレー

トが1ドル=102円との連絡が入りました。 

 第11回那須塩原ハーフマラソン実行委員会
開催の案内が届きました。室井次男社会奉
仕委員長にお渡し致しました。 

 あったかハート号運行の後援願いが届いて
おります。室井次男社会奉仕委員長にお渡
しいたしました。 

 本日、皆さまに村山年度の現況報告書をポ
ストにお入れしました。ご確認下さい。訂
正等ございましたら、お知らせ下さい。取
りまとめてシール等で訂正させていただき
ます。 

 皆様こんにちは、委員会報告を受け付けま
すので、報告のある委員会は報告願います。  

 親睦委員会 吉光寺政雄委員長 

 皆さんこんにちは。親睦委員長の吉光寺で
す。来週の例会、10月5日水曜日は観月会とな
ります。会場、時間が通常と異なりますので
ご案内申し上げます。午後6時点鐘、八州会館
で行います。 

 社会奉仕委員会 室井次男委員長  
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 社会奉仕委員会からです。ふれあい広場では
会員の皆様方に絶大なるご協力を頂き大変有難
うございました。 
 雨に見舞われたのですが無事に終了すること
が出来ました。残った物も有ったのですが特段
のご高配頂きまして全て売り切ることが出来ま
した。大変有難うございました。 

室井次男君 

瀬 尾 紀 夫 君 佐藤俊子さま、御多用の中
ありがとうございます。 

津久井誠二君 本日はスマイルボックス担
当卓話です。佐藤俊子さま、
ご多忙のところありがとう
ございます。 

村 山 茂 君 大変遅くなりましたが、ク
ラブ現況報告が完成いたし
ました。内容をご確認くだ
さい。 

室 井 次 男 君 ふれあい広場お世話になり
ました。 

卓話 スマイルボックス委員会 
 副委員長 津久井誠二君 

 みなさん、こんにちは。村山年度のスマイ
ルボックス委員会は、委員長に瀬尾紀夫さん、
副委員長に私、津久井、委員に室井次男さん、
の3名体制です。 
 本日の担当卓話にあたり、「スマイル（笑
顔）の源泉は、なんだろうか？」と考えた 

ところ、「やはり、何はなくとも健康だ」と
の結論に達しました。 
 そこで、那須塩原市健康センターを訪ね、
健康〈寿命を延ばす〉をテーマに講演を依頼
したところ、快諾を得、那須塩原市健康増進
課主査（保健師）佐藤俊子（トシコ〉さまの
ご講演を頂けることとなりました。 
 それでは佐藤さま、宜しくお願い致します。 

那須塩原市 健康増進課 
主査 佐藤俊子様 

〇健康寿命の延伸について 

 日本人の平均寿命は女性が86.30歳、男性が
79.55歳となりました。一方で健康寿命（健康
上の理由で日常生活が制限されることなく生
活できる期間）は女性73.62歳、男性70.41歳
であり、平均寿命との差が女性12.68年、男性
9.14年となっています。この差がいわゆる
「健康ではない期間」とされています。 
 日本人の主要死因上位は、悪性新生物・心
疾患・肺炎・脳血管疾患で全体の64.1％を、
要介護の原因上位は、脳血管疾患・認知症・
衰弱・関節疾患・骨折転倒の順位で71.6％を
占めます。要介護状態にならないために、健
康な期間ができるだけ長くなるためには何が
有効かお伝えしたいと思います。 
 主要死因の心疾患・肺炎・脳血管疾患、そ
れらの引き金となりうるメタボリックシンド
ローム（メタボ）、また、要介護の原因には
関節疾患や骨折転倒などがありますが、それ
らの引き金となるロコモティブシンドローム
（ロコモ）は生活習慣病と呼ばれ、食生活や
運動などの生活習慣の見直しをすることでそ
の発症や重症化が予防可能とされています。 
 まずメタボとは、内臓脂肪型肥満に、高血
糖・高血圧・脂質異常症のうち2つ以上を合併
した状態を言います。そしてロコモとは、
2007年に日本整形外科学会が提唱したもので、
運動器疾患と加齢による運動器機能不全に大
きく分けられ、バランス能力や歩行などの移
動能力が低下し転倒しやすい状態を言います。 
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次回例会      平成 28 年10月 5日   担当 親睦委員会（観月会） 
 

近隣クラブ例会日 
  火曜日  西那須野/いとう屋 0287-36-0028 

近隣クラブ例会日 
  木曜日  大田原/ホテル龍城苑 0287-24-2525 

  水曜日  塩原/塩原カントリークラブ 0287-35-2211   木曜日  那須/ホテルエピナール那須 0287-78-6000 
  木曜日  大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165   金曜日  黒羽/ホテル花月 0287-54-1105 

9月28日欠席(敬称略) 
遠藤清和・田中 徹・秋間 忍・澤田吉夫 
相馬征志・深町 彰・大森貞男・福田逸男 

前回 9月21日分メークアップ(敬称略) 
澤田吉夫・瀬尾紀夫・安藤讓治・秋葉秀樹 

会報委員会：稲垣政一・鳥居輝一・秋間 忍・髙木慶一・安藤讓治 

 次に、メタボやロコモの予防には生活習慣の
見直しが有効と言われますが、厚労省の平成26
年度健康増進普及月間では「１.運動２.食事 
しっかり禁煙 最後にくすり」を統一標語とし
ました。一つ目の運動については、積極的に運
動するのは難しいことですが、普段の活動量を
今よりも10分増やそうという「プラス10(テ
ン)」、二つ目の食事については、バランスよ
く3食食べる事と減塩を心がける事、三つ目の
禁煙は、喫煙は本人のみではなく周りの人にも
悪影響を及ぼすため、最後のくすりは、自分で
生活習慣を改めようと努力しても改善が難しい
場合には、きちんと治療を受けましょうという
ことを意味しています。 

 最後に、運動習慣があっても仕事で身体を
動かす時間が長くても、デスクワークや会議
または運転業務、テレビ視聴やゲームなどで
座位時間が長いと糖尿病や心疾患のリスクが
高くなると報告されています。これがセデン
タリーと言われている現象です。これを予防
するためには、長時間座り続ける場合には、
30分程度経過した頃に立ちあがるだけでも有
効とされています。 
 本日の話の中で、生活習慣の改善になるヒ
ントとなる事があれば幸いです。 

 ふれあい広場 活動風景 
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