
国際ロータリー第 2550 地区 

黒 磯 ロ ータ リ ー ク ラ ブ 会 報 
会  長：荒牧明二 幹  事：安藤讓治 
事務局：食健サロンゑゑ塩梅 
    代表 安藤讓治 
   〒325-0055 那須塩原市宮町2-8 
   TEL:0287-73-5101・FAX:0287-73-5102 
   E-mail:hideki_akiba@akibacorp.com 
例  会：国民の祝日を含まない週の水曜日 
             12:30 – 13:30 
    割烹石山  那須塩原市本町 5-5 
 

第2960回 荒牧年度第29回例会会報 2022-5-25 司会村山茂君 

欠席の場合は前日 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 平山博会員   （出席規定の免除会員数6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 5月18日 36（6） 29（3） 7（3） 87.8％ ― ― 

前回 5月11日 36（6） 28（2） 8（4） 87.5％ 1 90.6％ 

 
国際ロータリー会長：シェカール・メータ 
第 2550 地区ガバナー： 石田順一 
事務所：〒321-0945 宇都宮市宿郷5-21-15 
      ベルヴィ宇都宮内 
      TEL：028-651-2550 
      FAX：028-651-2551 
      E-mail: m2550@agate.plala.or.jp  
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 会長挨拶 荒牧明二会長 

 皆さんこんにちは、テレビ番組「料理の鉄人」な
どで活躍した、和食料理人の道場六三郎氏。「何
かやり続けている人のほうが、いつまでも生き生
きしている」との意味を込めて、自身が考えた「流
水濁らず、忙人老いず」との言葉を信念としていま
す。 

 体に負荷がかからない状態だと、どれ程筋力が
低下するかを調べた実験があります。被験者は、
ほぼ寝たきりの状態で生活しました。実験開始か
ら2週間後、太ももの筋肉は14％も減少していた
といいます。1日1％割合です。動かなければ身体
機能は衰えてきます。それは「心」も同じです。 

 日課は4,000歩以上の散歩。91歳の今もスッと
背筋を伸ばし、「銀座ろくさん亭」の調理場に立っ
ております。料理の道に入って70年超えてなお、
新しい料理のアイデア生み出し続けています。目
標は高くですね。 

 話は変わりますが次の話も似たような話です。 

「一番大事に考えているのは、寝ることです」と、
米メジャーリーグで活躍する大谷翔平選手は、自
信の心身の調整法について、こう語っています。 

 マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏は、クリエ
イティブな力を発揮するには7時間以上の睡眠が
大切と語っています。グーグルやナイキの本社に 

は職場に昼寝のための部屋さえあると言います。 

睡眠を重視するのは、それが従業員の創造性と
生産性高め、結果的に収益の向上にも成功して
いるからですが、経済効果以前に睡眠は「健康の
基」であることを再認識したいと思います。 

 日本では「春の睡眠健康週間」という週間があり
ます。これは、2011年に「睡眠健康推進機構」と
「日本睡眠学会」が共同し制定したものです。毎年
春と秋に実施されています。 

 日本では、1日7時間以下の睡眠時間の人は約
60％（厚生省令和2年度健康実態調査）。で日本
人は睡眠時間が世界一短いと言われます。コロナ
禍における日常生活の変化で睡眠障害を訴える
人が多くなっていると言います。 

 今年度の東京医療保健大学の「睡眠に関する
調査」によりますと、37.8パーセントの人が「睡眠
の悩みが増加した」と回答しています。在宅勤務
が増えた人では、70.2パーセントの人が睡眠の悩
みが増えていると言います。 

 睡眠不足は免疫力を低下させ。交通事故など重
大な事故にも直結しかねない。では、良い睡眠を
とるにはどうすればよいか。 

 一般的には、午前0時前の就寝が大切と言われ
ます。午前中に太陽光を浴びることで体内時間が
整い。就寝前のぬるめの温度の入浴は副交換神
経が優位になり、良質な睡眠に効果的です。寝る
直前までスマホやテレビを見続けると、睡眠に導く
メラトニンの分泌が抑えられてしまいます。また、
休日の寝だめは体内リズムを乱し、かえって不調
を来たしてしまう場合もあります。 

 「健康は知恵です。日々の生活の中で『睡眠をと
ること』は根幹の条件です。良い睡眠を目指してい
くためにも、聡明に工夫していきたいものです。夜
は、出来るだけ早く休むよう心がけていく。そして、
疲れをためない生活も、すべて工夫し智慧を出し
生活してゆく事」です。 

 良質な睡眠の為、多忙な中でも、まず何か一つ
実践してみましょう。悪い習慣を何か一つやめて 
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委員会報告 稲垣政一副会長 

〇大島三千三次年度幹事 

〇植竹一裕次年度会長 

 ガバナー事務所より、次年度の一年交換学生
募集要項・応募書類が届いています。黒磯高
校インターアクトクラブ顧問の和久井瞳先生と
鈴木隆子青少年奉仕委員長、井出法次年度
青少年奉仕委員長に転送いたしました。 

 ガバナー事務所より、米山記念奨学金寄付明
細表が届いています。鈴木久雄米山記念奨学
会委員長に転送いたしました。 

  

 次年度幹事の大島です。6/8の午後6時半から
荒牧年度、植竹年度の理事役員委員長の引継ぎ
会をここ石山さんで実施いたします。該当の理事
役員委員長様はご参加宜しくお願い致します。 

 どうしても欠席の方は代理の方の出席をお願い
致します。引継ぎ会のあと、懇親会を予定してい
ます。 

 次に現況報告書についてですが、現在の現況 

報告書でお名前や住所、役職などに相違がある
方は大島までご連絡お願い致します。また、報告
書の中で誤字脱字などありましたら併せて大島ま
でご連絡お願い致します。  

みましょう。健康の第一歩の扉を開いて行きましょ
う。 

 以上で会長挨拶を終わります。有難うございまし
た。 

幹事報告 安藤譲治幹事 

  

 次年度会長の植竹です。 

 皆さんご存知のように今年の8月から交換留学
生の受け入れがございます。荒牧現会長より何名
かのメンバーの方にホストファミリーをお願いして
いるところですが、お受けいただいたのが1家族だ
けの状況となっております。出来ますればあと3家
族ほどご協力をお願いできればと思います。 

 本来ならば私も協力すべきところですが、残念 

 この場をお借りしましてクラブ奉仕委員会から
の報告です。 

 来週6月1日はクラブ奉仕委員会の年度総括で
す。各委員会2から3分以内で年度総括の発表宜
しくお願いします。 

〇お客様 国際医療福祉大学  

放射線・情報科学科 細貝良行教授  
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ニコニコボックス 佐藤博会員 

 荒牧明二会長   会長任期もあと一ヶ月とな   

              りました。最後迄、全力で頑  

             張ります。 

 秋間  忍会員  年度引継ぎのシーズンにな 

             りました。 

   

   

荒牧年度「足尾植樹」(社会奉仕委員会担当) 

日程： 令和4年5月21日(土) 8時30分出発～13  

      時30分戻り 

参加者：秋間さん、稲垣さん、安藤さん、鈴木隆子   

       さん、村山さんご夫妻、井出、黒磯高校イ  

         ンターアクトクラブ部員4名+和久井先生    

     合計12名 

ながら一人暮らしのため出来ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ご家族と相談の上改めてホストファミリーをお願
いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

〇井出法社会奉仕委員長 

① 先週21日(土)、会員7名と黒磯高校インター
アクトクラブの方々5名、計12名にて「足尾植
樹」に行ってまいりました。朝8時30分に石山
をバスにて出発、荒牧会長がお見送りにきて
くれました。コロナの影響でイベント自体が縮
小、参加者は少なかったですが、皆で山の傾 

    斜地を登り植樹、近くの公園にて昼食、その 

   後戻ってきました。天気も何とか大丈夫で、事  

   故やケガも発生しなく何よりでした。 ご参加頂  

     いた皆様に御礼申しげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 今週28日(土)は、那珂川水質調査を行いま
す。２つのグループに分かれ、各ポイントにて
採水を行う予定です。既に参加予定者へはス
ケジュール表をお送りしていますが、ご参加を
希望される方がいれば、井出迄ご連絡をお願
いします。 
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講師プロフィール 

細貝良行（ほそかい よしゆき） 
1965年9月7日 仙台市生まれ 乙女座 O型 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職歴 

平成元年4月：財団法人宮城県対がん協会就職 

平成9年3月  ：同退社 

平成9年4月  ：東北大学病院放射線部 入部 

平成19年4月 ：東北大学医学部保健学科放射  

          線技術科学専攻（助教） 
平成23年4月 ：東北大学医学系研究科画像解 

          析学分野（講師） 
平成28年4月 ：国際医療福祉大学放射線・情報 

          科学科（教授） 
  

学歴 

平成元年3月 ：東北大学医療技術短期大学部  

          放射線学科卒業 

平成14年3月 ：学位授与機構にて保険衛生学  

          の学士学位取得 

平成18年3月 ：東北大学医学系研究科障害科 

          学専攻にて障害科学修士取得 

平成22年3月 ：東北大学医学系研究科医科学 

          専攻にて医学博士取得 

  

専門 

 脳機能画像解析 

 画像解析学 

 Autopsy Imaging（Ai） 
 画像工学 

 放射線計測学 

電子工学 

 

趣味 

 テニス、温泉、ドライブ（レース等も含む）、音
楽（鑑賞よりはアンプやスピーカを製作するの
が好き） 

 

  

 

卓話 ロータリー情報委員会 

講師 国際医療福祉大学  

放射線・情報科学科 細貝良行教授  
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次回例会  令和4年6月1日 担当 クラブ奉仕委員会 クラブ協議会 

近隣クラブ例会日 近隣クラブ例会日 

〇火曜日  西那須野/いとう屋 0287-36-0028 ○木曜日  大田原/ホテル花月 0287-54-1105 

○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 

5月25日欠席者（敬称略） 
荒井昌一（免）秋葉秀樹 片田航介 北畠大輔 
髙木慶一（免）和気勝利（免） 戸野俊介 

前回5月18日分メークアップ(敬称略) 
植竹一裕 

会報委員会：吉光寺政雄・鳥居輝一・髙木慶一・瀧田雅仁・藤﨑善隆 

御礼の品を渡す荒牧会長 細貝教授 


