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2015 年 2 月 5 日　第 2590 回 例会 
◇ 点　　鍾　12 時 30 分

◇ ロータリーソング『奉仕の理想』

◇ 四つのテスト唱和

◇ ゲスト・ビジター紹介

　（株）MFミッドフィルダー代表鳥取締役　鈴木 将太様

　（株）横浜銀行三崎支店長　

　　　　　　　　　　吉野　哲 様（佐藤支店長後任）

　米山奨学生　李　明峻さん　　

◇ 国際ロータリー会長

　　　　　ゲイリー C.K. ホアン（台北 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー

　　　　　渡辺　治夫（横須賀 RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1グループ

　　　　　ガバナー補佐　鈴木　康仁

◇ 三浦ロータリークラブ

　　　　　　　　会　　長：鈴木　正孝

　　　　　　　　副 会 長：土田　成明

　　　　　　　　幹　　事：芹川　直行

◇ 公共イメージ委員会 

　　　　　　　　委 員 長：大石　精一

　　　　　　　　副委員長：木村　謙蔵

　　　　　　　　委　　員：長瀬　六朗

◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘

◇ 例会場　三浦商工会議所 3階ホール

　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎２丁目２２番 1６号

◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346

◇ website　http://www.miura-rc.jp
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 会長報告　鈴木正孝会長
　皆様、こんにちは。

今日は（株）ミッドフィルダー代表

取締役　鈴木将太様にお出で頂きま

した。今日の卓話をお願いしてあり

ます。鈴木様は三崎下町で接骨院と

スポーツジムを開業しておられます。

また元プロサッカー選手という異色

の経歴もお持ちです。今三浦クラブでは私を含め４

人ほどジム通いをしているメンバーがおります。出

張先でもジムに行くほどのジムマニアもおります。

私も今日のお話を楽しみにしています。鈴木様宜し

くお願いします。

 幹事報告　　
＊お誕生日お祝い　　　　藤　喜代司 会員　S12.2.1

　　　　＊入会月お祝　鈴木康仁会員  1994 年（写真）
　　　　　　　　　　　秋本清道会員　1994 年
　

＊会長エレクト研修セミナー開催案内
＊ロータリーカード・普及促進ビデオの周知について
＊週報　横須賀南西 RC
＊ロータリー財団　昨年寄付者への領収書
＊㈱クマヒラ　抜粋の綴り　
＊ロータリー手帳購入の御願い（ご希望の方は事務局まで）鈴木 将太様 吉野　哲様 李　明峻さん
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 卓　話　（株）MF ミッドフィルダー代表取締役
　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　将太　様　

 委員長報告　
● 星野　雄 会員　

　＜ジャパンロータリーデイⅡ

　　　　　　　in東京に参加して＞

・鈴木正孝　鈴木さん、今日の卓話よろしくお願いし

　ます。星野さん、昨日のロータリーデイお疲れ様で

　した。

・芹川直行　吉野支店長、入会おめでとうございます。

　鈴木さん、卓話よろしくお願い致します。

・高木　巌　鈴木さんようこそ。肩をもんでもらってい

　ます。リーさんお土産ありがとう。鈴木会長の漬物は

　三浦で有名になりました。

・鈴木康仁　本日早退のお詫びです。

　入会月祝ありがとう。

・星野　雄　昨日、お台場のグランパシフィックホテル

　で RI 会長との懇親パーティーに出席してまいりまし　

　た。とても盛大で、同席に網走の方と別府の方がいま

　した。

　本日卓話、鈴木様よろしくお願い致します。

・菊池　恵　本日、早退させて頂きます。

・笠倉正弘　本日早退して横浜へ行きます。

　卓話聞けなくて残念です。

・藤喜代司　本日、早退させて頂きます。

・笠倉正弘　鈴木さん、卓話楽しみにしています。

　タンジョウのお祝、ありがとうございます。

・奥山浩司　佐藤さん、お疲れ様でした。吉野さん、よ

　ろしくお願いします。

　李さん、ようこそ。鈴木さん、卓話宜しくお願いします。

 ニコニコ BOX 報告　藍田 和雄 会員
ニコニコ BOX 集計報告

 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 13,000 円    303,000 円 316,000 円
財      団 0 円    55,000 円 55,000 円
ポ  リ  オ 0 円   33,000 円 33,000 円
米　　山 1,000 円   38,500 円 39,500 円
周　　年 0 円   2,000 円 2,000 円
　 計 14,000 円   431,500 円 445,500 円

 出席報告　藍田 和男 会員　

・会員総数：26 名
　本日出席：16 名　欠席：10 名　出席率 64%
・MAKE UP　
　星野　雄 (ジャパンロータリーデイⅡin 東京）
により、出席率は 68％となります

　

　「美腹」とは、うっすら皮下脂肪に覆われた内臓
が筋肉に正しい位置で支えられ、姿勢よくたるんで
いない状態のこと。また、内臓脂肪は皮下脂肪より
燃焼しやすいのですが、脂肪細胞は時間とともに大
きくなり分裂すると減りにくくなります。
　“脂肪・筋肉・姿勢”のバランスがとれた「美腹」
を目指しましょう。

6 通りあるお腹太りのタイプ

①やせ型　②食後に張る　③便秘　④悪姿勢型

⑤リンゴ型肥満

　…おへそ周りを中心に内臓脂肪が蓄積メタボの典型

⑥全身体型崩れ型

　…体脂肪率男性 25% 以上、女性 30% 以上。全身にぜい肉

＜MF 接骨院 健康ニュース　1.2 月号より＞

「美腹」を目指す腹筋運動

①まっすぐ立ち、両手を頭上で組む。

②息を吐きながら、4秒かけて身体を腰から右に曲げる。

③4秒かけてまっすぐに戻し、4秒かけて左に曲げる。

＊おへそを引き込むよう意識することで、腹筋全般を

　バランスよく鍛えられる。
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お尻のほうに、小さな注射をしてから、脊髄の真ん中の
辺りに大きい注射をされたのを覚えていたのですが、よ
く効く麻酔で、其の後すぐに意識がなくなった。
　目が覚めたのは、手術台からストレッチャーに移され
た時で、病室に運ばれ、ベッドに移るのにスタッフの手
を少し借りたようだった。
　それから二日たって、三日目に、水のようなおかゆが
出ました。ご飯のにおいがありがたかったです。
　歩いていたら、友達から電話が来た。自分も三分の二、
胃を切った経験から、「藤さん、歩くのだ、奥さんにも言っ
ておいた。万歩計を買って持っていくように」と。そし
て二日したら、家内が万歩計を買って持ってきてくれた。
これで廊下を行ったり、来たりして、一日に 2000 歩くら
い歩きました。
　だが時間はあった。病室の廊下のはずれから景色がよ
く見えた。下はビル工事現場、上には青空に白い雲がゆっ
くりと動いている。悠久の世界でした。
　病棟には各階に食堂があり、40 人分くらい椅子があり、
混んでいるときでも 10 席くらいは空いていてゆったりと
していて、病院食らしいものだったのですが、私にはお
いしく食べられましたし、胃が無くなっていたので、食
事と食事の間に、分食と言って、バナナ、チーズ、ヨー
グルトとかを、病室に行ってから食べるようにしてくれ
てありました。
　若くて回復の早い方は、二週間くらいで退院する人も
おりましたが、私の場合は不安だったので、話してみた
ら聞いてくれて、退院を延ばしてくれました。
　退院の二日前の夜、都内の太鼓愛好家のグループが 10
人ほど来て、いろいろな太鼓を持ち込んで、七夕さまと
言うことで、慰問に来てくれ、参加者にも一緒に太鼓を
叩かせてくれました。
　こんなことが、心に残る温かい思い出でした。
　現在、退院して 1年半になりますが、その間 2週間お
きの抗がん剤を飲む、そんな治療も去年の十二月からか
わり、栄養不足のようだからということで、ビタミン
B12 の筋肉注射をして改善を図り、様子を診る、という
状況です。

　ですから、私の努力としては、栄養の取り方と、寒さ
の中を失敗しないようにこの冬を越えてゆく、というと
ころだと思っております。
　うまくすれば後二十年、生きられる命かと思います。
あと 20 年をどうするか、どう生きるのか。二つばかり思
い浮かぶものがあります。
　一つは、電気霊柩自動車走らせたのをきっかけに、神
奈川県霊柩自動車協会の役をつけられて、環境について
少し勉強したのですが、環境を守ってゆくことは大事な
ことだと思います。
　きれいな青空と、すんだ水と、住める地球を、子や孫、
孫孫と次世代に引き渡さなくてはいけないこと、これは
大変重要なことです。
　お正月のテレビで、人間が生存できる星探しと言うこ
とで話の内容に興味はありましたが、もし地球に住めな
くなったら何処に住むか、とゆうことで、もう、逃げを
考えているように思います。
　もうひとつは、私達の三浦、特に三崎。底の分からな
い人口減少、事業所の減少と、大変なことになっており
ます。
　しっかり目を向けなくてはいけないと思います。人口
の減少と過疎化は、仕事がないから三浦市を出る。はじ
めは通勤するつもりが時間がかかり、疲れるので転居す
る。親も後から転居策へ移住する。
今まで住んでいたところは空になり、過疎化と人口減少
を生んでしまうと思います。
　かながわ信金さんでは昨年の十月、横浜市立大学と連
携をして地域活性化シンポジﾕウムをやられたと、聞きま
したが、成果が挙がるといいなと思います。
　2015 年、平成 27 年の幕が開きましたが、三浦、特に
三崎を中心とした活性化がどうしても必要だと思います、
非常に深刻です。
　人口の減少、空白の拠点など、公共交通機関の充実に
よって解消できるのではないかと思いますが、これ以上
の地盤沈下は何とか止められないでしょうか。
　「環境」と「地域活性化」そんな二つを考えました。
残り少ない人生、助けられた命、皆様にお世話になって

生かされてきた命。残された時間、
小さな力でありますが、大切に使
いたいと思います。
　このロータリーの皆様と、理性
的、行動的にひざをつめて、ほん
の小さな事でも、皆様と共にやっ
てゆきたいと思います。
　今年も、どうぞ、よろしくお願
いいたします。
ありがとう御座いました。
今年も社会の窓をしっかり閉めて
がんばりたいと思います。どうぞ、
よろしくおねがいします。

2015/1/8　　新年祝賀例会
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 会長報告　鈴木正孝会長
　皆様、こんにちは。

今日は（株）ミッドフィルダー代表

取締役　鈴木将太様にお出で頂きま

した。今日の卓話をお願いしてあり

ます。鈴木様は三崎下町で接骨院と

スポーツジムを開業しておられます。

また元プロサッカー選手という異色

の経歴もお持ちです。今三浦クラブでは私を含め４

人ほどジム通いをしているメンバーがおります。出
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私も今日のお話を楽しみにしています。鈴木様宜し

くお願いします。

 幹事報告　　
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 卓　話　（株）MF ミッドフィルダー代表取締役
　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　将太　様　

 委員長報告　
● 星野　雄 会員　

　＜ジャパンロータリーデイⅡ

　　　　　　　in東京に参加して＞

・鈴木正孝　鈴木さん、今日の卓話よろしくお願いし

　ます。星野さん、昨日のロータリーデイお疲れ様で

　した。

・芹川直行　吉野支店長、入会おめでとうございます。

　鈴木さん、卓話よろしくお願い致します。

・高木　巌　鈴木さんようこそ。肩をもんでもらってい

　ます。リーさんお土産ありがとう。鈴木会長の漬物は

　三浦で有名になりました。

・鈴木康仁　本日早退のお詫びです。

　入会月祝ありがとう。

・星野　雄　昨日、お台場のグランパシフィックホテル

　で RI 会長との懇親パーティーに出席してまいりまし　

　た。とても盛大で、同席に網走の方と別府の方がいま

　した。

　本日卓話、鈴木様よろしくお願い致します。

・菊池　恵　本日、早退させて頂きます。

・笠倉正弘　本日早退して横浜へ行きます。

　卓話聞けなくて残念です。

・藤喜代司　本日、早退させて頂きます。

・笠倉正弘　鈴木さん、卓話楽しみにしています。

　タンジョウのお祝、ありがとうございます。

・奥山浩司　佐藤さん、お疲れ様でした。吉野さん、よ

　ろしくお願いします。

　李さん、ようこそ。鈴木さん、卓話宜しくお願いします。

 ニコニコ BOX 報告　藍田 和雄 会員
ニコニコ BOX 集計報告

 本   日     前回迄    累　計   
ニコニコ 13,000 円    303,000 円 316,000 円
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　本日出席：16 名　欠席：10 名　出席率 64%
・MAKE UP　
　星野　雄 (ジャパンロータリーデイⅡin 東京）
により、出席率は 68％となります

　

　「美腹」とは、うっすら皮下脂肪に覆われた内臓
が筋肉に正しい位置で支えられ、姿勢よくたるんで
いない状態のこと。また、内臓脂肪は皮下脂肪より
燃焼しやすいのですが、脂肪細胞は時間とともに大
きくなり分裂すると減りにくくなります。
　“脂肪・筋肉・姿勢”のバランスがとれた「美腹」
を目指しましょう。

6 通りあるお腹太りのタイプ

①やせ型　②食後に張る　③便秘　④悪姿勢型

⑤リンゴ型肥満

　…おへそ周りを中心に内臓脂肪が蓄積メタボの典型

⑥全身体型崩れ型

　…体脂肪率男性 25% 以上、女性 30% 以上。全身にぜい肉

＜MF 接骨院 健康ニュース　1.2 月号より＞

「美腹」を目指す腹筋運動

①まっすぐ立ち、両手を頭上で組む。

②息を吐きながら、4秒かけて身体を腰から右に曲げる。

③4秒かけてまっすぐに戻し、4秒かけて左に曲げる。

＊おへそを引き込むよう意識することで、腹筋全般を

　バランスよく鍛えられる。
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お尻のほうに、小さな注射をしてから、脊髄の真ん中の
辺りに大きい注射をされたのを覚えていたのですが、よ
く効く麻酔で、其の後すぐに意識がなくなった。
　目が覚めたのは、手術台からストレッチャーに移され
た時で、病室に運ばれ、ベッドに移るのにスタッフの手
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い歩きました。
　だが時間はあった。病室の廊下のはずれから景色がよ
く見えた。下はビル工事現場、上には青空に白い雲がゆっ
くりと動いている。悠久の世界でした。
　病棟には各階に食堂があり、40 人分くらい椅子があり、
混んでいるときでも 10 席くらいは空いていてゆったりと
していて、病院食らしいものだったのですが、私にはお
いしく食べられましたし、胃が無くなっていたので、食
事と食事の間に、分食と言って、バナナ、チーズ、ヨー
グルトとかを、病室に行ってから食べるようにしてくれ
てありました。
　若くて回復の早い方は、二週間くらいで退院する人も
おりましたが、私の場合は不安だったので、話してみた
ら聞いてくれて、退院を延ばしてくれました。
　退院の二日前の夜、都内の太鼓愛好家のグループが 10
人ほど来て、いろいろな太鼓を持ち込んで、七夕さまと
言うことで、慰問に来てくれ、参加者にも一緒に太鼓を
叩かせてくれました。
　こんなことが、心に残る温かい思い出でした。
　現在、退院して 1年半になりますが、その間 2週間お
きの抗がん剤を飲む、そんな治療も去年の十二月からか
わり、栄養不足のようだからということで、ビタミン
B12 の筋肉注射をして改善を図り、様子を診る、という
状況です。

　ですから、私の努力としては、栄養の取り方と、寒さ
の中を失敗しないようにこの冬を越えてゆく、というと
ころだと思っております。
　うまくすれば後二十年、生きられる命かと思います。
あと 20 年をどうするか、どう生きるのか。二つばかり思
い浮かぶものがあります。
　一つは、電気霊柩自動車走らせたのをきっかけに、神
奈川県霊柩自動車協会の役をつけられて、環境について
少し勉強したのですが、環境を守ってゆくことは大事な
ことだと思います。
　きれいな青空と、すんだ水と、住める地球を、子や孫、
孫孫と次世代に引き渡さなくてはいけないこと、これは
大変重要なことです。
　お正月のテレビで、人間が生存できる星探しと言うこ
とで話の内容に興味はありましたが、もし地球に住めな
くなったら何処に住むか、とゆうことで、もう、逃げを
考えているように思います。
　もうひとつは、私達の三浦、特に三崎。底の分からな
い人口減少、事業所の減少と、大変なことになっており
ます。
　しっかり目を向けなくてはいけないと思います。人口
の減少と過疎化は、仕事がないから三浦市を出る。はじ
めは通勤するつもりが時間がかかり、疲れるので転居す
る。親も後から転居策へ移住する。
今まで住んでいたところは空になり、過疎化と人口減少
を生んでしまうと思います。
　かながわ信金さんでは昨年の十月、横浜市立大学と連
携をして地域活性化シンポジﾕウムをやられたと、聞きま
したが、成果が挙がるといいなと思います。
　2015 年、平成 27 年の幕が開きましたが、三浦、特に
三崎を中心とした活性化がどうしても必要だと思います、
非常に深刻です。
　人口の減少、空白の拠点など、公共交通機関の充実に
よって解消できるのではないかと思いますが、これ以上
の地盤沈下は何とか止められないでしょうか。
　「環境」と「地域活性化」そんな二つを考えました。
残り少ない人生、助けられた命、皆様にお世話になって

生かされてきた命。残された時間、
小さな力でありますが、大切に使
いたいと思います。
　このロータリーの皆様と、理性
的、行動的にひざをつめて、ほん
の小さな事でも、皆様と共にやっ
てゆきたいと思います。
　今年も、どうぞ、よろしくお願
いいたします。
ありがとう御座いました。
今年も社会の窓をしっかり閉めて
がんばりたいと思います。どうぞ、
よろしくおねがいします。

2015/1/8　　新年祝賀例会
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