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会長の時間         内田 学 

 こんにちは。先週、当クラブの平岡 徳大会員が

お亡くなりになりました。ご冥福をお祈り致します。    

会員の皆様も御自愛下さい。 

ウオーキングというよりは、お散歩をしています

が、先週の話に出た花房山は城南五山、池田山、御

殿山、島津山、八つ山、江戸時代の大名屋敷があっ

たそうです。五反田から目黒までの、山手線の線路

脇を歩いてみました。車だとあまり感じなかったで

すが、坂が中級のスキーのゲレンデ位の傾斜があり、

下から登ると良い運動になりました。 

それでは マタマタ、ストレッチをします。 

１） 椅子に座り、背筋を伸ばします。片足の脛

を両手で持ち、胸に着くように引き上げま

す。10 数えます。 

２） 反対の足も同様にします。10 数えます。 

３） 次は足を組んで、上体を前に倒します。10

数えます。 

４） 反対の足を組んで、10 数えます。 

お尻のストレッチです。 

Ａ）椅子の横に立ち、つま先を持ち、腿に近つけま

す。10 数えます。 

Ｂ）反対の足ものばします。 

太もものストレッチです。 

お疲れさまでした。会長の時間を終わります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  師岡 友次様・内田会長・荻野 陽一様 

■出席報告 

月 日 9/29 

会員数 33 

出席者 30 

出席率 90.9％ 

前回修正 88.2％ 

 

 小久保 昇 

 

 

小暮 博文 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

10/6「健康寿命を伸ばす」   

彩のｸﾘﾆｯｸ ＣＥＯ 

駒崎 敏郎様 

10/13 衆議院議員 

柴山 昌彦様 

  10 月会員誕生 

小久保 昇 鈴木 伴忠 

和記 毅 

♥ ﾛｰﾀﾘｰ財団にご寄付いた

だきました。ご協力に感謝致

します。 



幹事報告         鈴木 伴忠 

★第 28回全国ローターアクト研修会 並びに 第 13

回アジア太平洋地域ローターアクト会議登録の

ご案内 

★第 33 回インターアクトクラブ合同奉仕活動の開

催につい て・・・11 月 14 日（土）9；30～  

正智深谷高等学校 

★10 月のロータリーレート   1 ㌦＝120 円  

★［RIJO－FAQ］会長賞ｳｴﾋﾞﾅｰ（9 月 16 日実施）

のビデオとスライド 

★第 2820 地区（茨城）における豪雨被害の支援に

ついて 

★RI 青少年交換プログラム スポンサー＆ホスト

クラブ受入れのお願い 

★第 26 回大会 所沢シテイマラソン大会開催協賛

のお願い･･･12 月 6 日（日） 

★例会変更・・・新所沢 RC、新狭山 RC 

★週報・・・飯能 RC、入間南 RC、新狭山 RC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所沢西ロータリークラブ会員の皆様へ 

 先日は雨の中、故平岡 徳大の通夜、告別式にご

参列いただきありがとうございました。 厚く御礼

申し上げます。 

 お陰様で無事終わることができました事をご報

告させていただきます。 

 

 又両日に渡り受付をお手伝いいただいた方には、

厚く御礼申し上げます。 

 主人は普段は丈夫で病気には縁がなかった人で

した。毎年人間ドッグは必ず受けておりましたが、

平成 23 年 12 月に大腸癌がみつかり、平成 24 年 1

月に手術を致しました。その後抗癌剤治療も致しま

したが、あまり効果はなかったようでした。翌年に

は、肝と肝臓にも転移し、これも手術をして元気に

なりました。 

主人の口癖は『がんに負けてたまるか』でし

た。この気持ちと体力があったので何回もの手術を

乗り越える事ができたのかなと思いました。 

その後、池袋の病院で高活性ＮＫ細胞療法（血液

からがんと戦う免疫細胞、リンパ球を取り出し二週

間培養して体内に戻すという方法）ビタミンＣ療法、

食事療法等あらゆる出来る限りの事は致しました

が、7 月下旬に腸閉塞になり、一時は良くなったの

ですが、9 月 22 日苦しむこともなく眠る様な最後

でした。 

これが主人に与えられた天命だと思いあきらめ

がつきました。ロータリー在会中は皆様には大変お

世話になりありがとうございました。 

会員の皆様との親睦が深いクラブでしたので楽

しい思い出を沢山持って天国へ旅立った事と思い

ます。 

所沢西ロータリークラブのご発展をお祈り申し

上げます。ありがとうございました。 

     

      平成 27 年 9 月 28 日 平岡 道子 

 

 ニコニコボックス     石井 秀夫 

平岡 道子様 掲載のお手紙と高額のニコニコ寄

付をいただきました。有難うございま

した。 

内田 学  野村様 本日はよろしくお願い致しま

す。高齢者予備軍のつもりでガンバッ

テます。 

鈴木 伴忠 野村先生 本日の卓話よろしくお願い

します。 

本橋 正夫 野村先生 本日は有難うございます。

無理なお願いをしましてすみません。 

 

9 月 15 日（火）市内 5 クラ

ブ前会長幹事と共にｼﾞｷﾞｬ

ﾝ･ｸﾏﾙ･ﾀﾊﾟさんに義捐金を

贈呈致しました。 



      よろしくお願い致します。 

太田 一夫 しばらく欠席しました。早退します。 

小暮 博攵 前回欠席しました。     

 

卓話「高齢期を如何に心豊かに生きるか」            

野村 邦武様 

１． 平均余命と高齢期の不安 

日本人の平均寿命は男子 80.5 歳、女子 86.8 歳に

なった。現在 70 歳の男子の平均余命は 15.3 年もあ

るが、健康余命はその半分以下。健康である余生は

意外に短く、一日一日が貴重である。 

高齢期に差し掛かると、引退後の不安や、先行き

の家計や健康面での不安、死に対する不安などが、

齢と共に増えてくる。このような不安にひるまず、

健康で心豊かな余生を楽しむ心積もりを、しっかり

用意しておきたい。 

 

２． 貝原益軒に学ぶ老いの心がけ 

貝原益軒は、人生を楽しんで生きるための心がけ

を次のように教えている。 

①人身は「天地の万物を生ずる気」に由来する。百

病は全て「気」を病むことから生ずる。元気を保

つには、内欲が過ぎるのを抑え、寒暑湿乾の外邪

を防げ。 

②適度に体を動かし、心の平静を保ち、腹式呼吸を

励行することにより、常日頃から気と血の巡りを

良くし、元気を養うべし。 

③老境に入れば雑事を離れ、自然に親しみ、趣味豊

かに余生を楽しむべし。  

 

 

 

 

３．持つべき宇宙観と人生観 

 宇宙には銀河群が数億個あり、太陽は他の数千億

個の恒星と共に、一つの銀河群に属する。この広大

な宇宙は 137 億年前に誕生し、規則的に運行してい

る。 

 一方人体は、60 兆個もの細胞より成り、各細胞

は夫々機能を分担し、数か月ごとに入れ替わってい

る。人体の生命活動は遺伝子と脳が司る。かように

精緻な人体も、それ自身が小宇宙と言える。 

 このような宇宙や人間を、生滅させ、その運行を

整斉と司っているものは何か。摩訶不思議な「大宇

宙力・大宇宙神」という他ない。 

 

 

 

４．高齢期を如何に生きるか 

①大宇宙神から命を授かって生かされていること

を感謝して生きる。 

他との有難いご縁に支えられて生きていること

を感謝して生きる。 

②益軒流の養生を心がけて健康を保ち、貪欲と執着

を抑え正道を歩んで強く明るい心を作り、授かっ

ている命を常に活性化させる。 

③齢に順応して悠遊の心を持ち、より広く、より深

い趣味豊かな人生を志す。 

  

        今週の担当 太田 一夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


