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例会場：ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 例会日：毎週木曜日
　　12:30点鐘   　(第三木曜日-18:30)

　　事務局●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者●川口恵美
　　Email●numawestrc@ny.thn.ne.jp

2012～2013年度

第 22巻 29号

2013年 2月 9日

奉仕を通じて平和を奉仕を通じて平和を

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報

● クラブテーマ ●

職業奉仕を通じてロータリアン同士のつながり!!

■■　本日のプログラム　■■

■ 静岡第3分区ＩＭ ■

宮口雅仁 会長　

　ＩＭとは、Intercity Meeting（インターシテ

ィミーティング）の頭文字で、近隣都市の複数の

クラブで実施する都市連合会のことです。グルー

プ（Group of Clubs、地理的状態や広さなどによ

り、地区が3クラブから7クラブの基準で区分され

たものです）、分区単位でのクラブや、大都市の

場合、その都市内の数クラブの会員が集まり、合

同で行う自由討論会。ガバナー補佐が主催して開

かれることが多いようです。決議や決定はなく、

ＩＭへの出席はメークアップとなります。

　その目的は第一に会員相互の親睦と面識を広め、

会員にロータリー情報を伝えると共に、立派なロ

ータリアンの養成にあります。そのため、経験豊

かなリーダーの下で、ロータリーの奉仕の理想を

勉強する会合です。

　討論の主な内容は、4大奉仕部門をカバーしつ

つ、ロータリーの特徴やプログラムなどを検討し

ます。クラブ会員、全員参加です。この会合の大

切な目的は、会員相互の親睦と知識を広めること

であって、さらに、会員にロータリー情報を伝え、

奉仕の理想を勉強するために開催されます。

　テーマはロータリーのこと、そして一般社会の

ことで、そのときに話題になっていること、考え

なければならない問題点など、多岐にわたります。

形式も講演、フォーラムなどいろいろあります。

この会合では、知識を広め深めるとともに、グル

ープ、分区内の会員の親睦も重要な目的ですから、

懇親会も併せて開催されます。

　従来のIntercity General Forum（IGF）、都市

連合一般討論会と言われていたもので、最近では

専らこの名称で開催されています。近隣都市の数

クラブが集まって、ロータリー情報及び教育の手

段として研究・討議する会合ですが、ロータリー

の規約の中にはIMに関する取り決めはありません。

従って、ＩＭを開催するか否か、時期、内容、主

催者等は全く自由とされています。日本ではガバ

ナー補佐が主催者となって殆んどの地区で開催さ

れていますが、外国では殆んど実施されていない

ようです。　　　

2月のプログラム

1030回 12:30
 2月14日(木）

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　外部卓話
水戸宏様　　　　 理事会

1031回 18:30
 2月21日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 2クラブ合同例会 
夜間例会

1032回 12:30
 2月28日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　会員卓話
名古良輔君　

クラブ管理運営委員会

★出席報告（会員総数21名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1029回 20名 15名  - 75.00%

1027回 20名 18名  1名 95.00%

●欠席者(5名)

　名古良輔、成田みちよ、尾島康夫、鈴木泰次、

　鈴木良則

●他クラブへの出席者

　井上武雄（2/5　沼津北RC）

会　　　長 宮口雅仁 幹　　　事 久松　但

広報委員長 重光　純 編　集　者 植松　正

◆◆第1029例会　会長挨拶◆◆



　

2

■■　本日のプログラム　■■

■会長・幹事　今年の抱負

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①沼津北ロータリークラブ

　2月12日（火）→9日（土）静岡第3分区IMに

  振替

2.連絡事項

①14日は、理事会がありますので、理事の方はご 

  出席をお願い致します。

   

静岡第3分区ＩＭ

幹事 久松　但 君　

　

  国際ロータリー第2620地区静岡第3分区のIMが、

吉原ロータリークラブをホストクラブとして、ホ

テルグランド富士で開催されました。

　「世界に発信、ロータリーに日本文化を」をテ

ーマに、例会の後、記念講演に㈱目黒雅叙園代表

取締役梶明彦氏、アトラクションに富士見高等学

校吹奏楽部を迎えました。

　懇親会は、高橋堯昭PGの乾杯で開催し、最後は

参加したロータリアン全員で手に手つないでを合

唱して終了しました。

増田 静岡第3分区ガバナー補佐 

当クラブの参加メンバー

記念講演講師　梶　明彦様（目黒雅叙園社長）

演題「日本の文化と観光」

静岡県富士見高校吹奏楽部によるアトラクション
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例会場：ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 例会日：毎週木曜日
　　12:30点鐘   　(第三木曜日-18:30)

　　事務局●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者●川口恵美
　　Email●numawestrc@ny.thn.ne.jp

2012～2013年度

第 22巻 30号

2013年 2月 14日

奉仕を通じて平和を奉仕を通じて平和を

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報

● クラブテーマ ●

職業奉仕を通じてロータリアン同士のつながり!!

■■　本日のプログラム　■■

■ 外部卓話 水戸宏様 ■

宮口雅仁 会長　

　2月14日、本日、バレンタインデー！

実はこの日、「2（ふ）」「14（とし）」のゴロ合わ

せによる「ふんどしの日」でもあるのです。

ふんどしの日を提唱したのは「日本ふんどし協会」。

2011年に日本記念日協会の認定を受け、正式に記念日

として登録されたとのこと。

日本ふんどし協会は人々のふんどしに対する理解と関

心を高めることを目的として様々な普及活動をしてい

ます。

　バレンタインデーは、 セントバレンタインデー

（St. Valentine's Day）とも言われ、毎年2月14日に

祝われています。

  世界的に男女の愛の誓いの日とされていますが、そ

の起源は269年にローマ皇帝の迫害下で殉教した聖バ

レンティヌスに由来する記念日であるとされています。

バレンタインデーが一般的になる前、つまりローマ帝

国の時代、2月14日は女神ユノの祝日でした。

ユノは家庭と結婚の神ですが、帝国では士気が下がる

と言う理由で兵士の婚姻を禁じていたのです。しかし、

キリスト教の司祭だったバレンタティヌスは秘密に兵

士を結婚させたため、2月14日に処刑されました。歴

史、由来や起源を知ると、この日が男女の愛の誓いの

日だと言うことは納得できると思います。

　バレンタインデーはその国によってさまざまな習慣

のパターンがあります。日本では女性から男性への告

白という趣旨が強いのですが、台湾では逆に男性から

女性にプレゼントをすることが多いようです。また欧

米では性別には関わらず、恋人に贈り物をする習慣と

なっています。バレンタインデーの歴史はその国によ

って、それぞれ違います。

　バレンタインデーがイベント化してしまった現在で

は、本当の恋人同士の日として4月14日がオレンジデ

ーとして設定しています。

　しかしまだ定着はしていません。どちらかと言うと

4月14日までに何ももらえなかった人が一人でチャン

ジャン麺を食べるブラックデーが面白さもあって盛り

上がっているようです。

2月のプログラム

1031回 18:30
 2月21日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 2クラブ合同例会 
夜間例会

1032回 12:30
 2月28日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　
会員卓話　名古良輔君　

3月のプログラム

1033回 12:30
 3月07日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 外部卓話(盲導犬ﾃ
ﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ)　日本盲導犬協会 
富士ハーネス 池田 義教 様　

1034回 12:30
 3月14日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　外部卓話
沼津年金事務所所長 夏目　茂 様 
理事会　　

1035回 18:30
 3月21日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 　夜間例会　
会員卓話　尾島康夫君

1036回 12:30
 3月28日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　インターアクト
クラブ活動報告　加藤学園高校

クラブ管理運営委員会

●ゲスト　　　

 1.水戸　宏様：株式会社エー・エム・テクノロジー

●ビジター　

 1 影山桓義様：沼津北 RC

 2.鈴木幸彦様：沼津北 RC

 3.佐々木力也様：沼津北 RC

★出席報告（会員総数 21名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1030回 20名 19名  - 95.00%

1028回 20名 17名  1名 90.00%

●欠席者(1名)

　名古良輔　

会　　　長 宮口雅仁 幹　　　事 久松　但

広報委員長 重光　純 編　集　者 植松　正

◆◆第1030例会　会長挨拶◆◆
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久松（　④　） 井上（３，１） 伊縫（　３　） 宮島（④）＋１

-------------------------1月分出席一覧 -----------------------

栗原（　④　) 宮口(　④　） 本村(　３　)

名古(　④　) 成田(　１　) 大村(　１　) 尾島(　３　) 芹澤貞(　④　) 芹澤和(　④　) 重光（３，１)

杉山真(　④　) 鈴木博(３，１) 鈴木泰(　④　) 鈴木良(３，１） 田村(　④　) 植松(　④　) 渡邉(３，１)

例会出席％　86.25　% 地区報告％　 91.25　%

氏名(ホームクラブ出席数、他クラブ出席数)＋超過出席数。丸数字はホームクラブ出席100%を示す。

■■　本日のプログラム　■■

■会長・幹事　今年の抱負

●他クラブへの出席者　

　名古良輔（2/10 eCLUB）

●スマイル報告

 1.影山桓義様(沼津北RC)：お世話になります。

 2.宮口雅仁：誕生日のお祝い有難うございます。

 3.芹澤貞治：家族の誕生日のお祝い有難うございます。

 4.宮島賢次：入会記念日のお祝い有難うございます。

 5.宮島賢次：ポールハリスフェロー頂きました。あり 

 　がとうございました。

 6.杉山真一：ベネファクター、有難うございました。

 7.久松　但：水戸様、卓話、宜しくお願いします。

 8.田村治義：水戸　宏様、ご多忙の中、卓話に来て頂

 　き、有難うございます。

 9.芹澤和子：今日は、バレンタインデーです。メンバ

   ーの男性にスマイル。

10.鈴木良則：先週の IMで、ダルマさんをいただきま

   した。ありがとうございました。

11.成田みちよ：所用につき、早退させていただきます。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①富士宮ロータリークラブ

　3月25日(月）　観桜例会　例会場変更(未定）

②新富士ロータリークラブ

　5月05日（火）　夜間例会（米山奨学生送別会）

2.連絡事項

①ガバナー事務所より、2013－14年度当地区ガバナー 
  ノミニーとして、甲府RC会員野口英一氏を指名する
  旨の報告を受けました。

理 事 会 報 告

1.報告事項

　ガバナーエレクト事務所よりPETSが3/17から3/23に

　変更となった旨連絡がありました。

2.協議事項

①3月のプログラムについて  クラブ管理運営委員長  

　 本村文一君、プログラム担当  芹澤貞治君　

　 提案のとおり承認

②3～4月の座席表について   SAA  名古良輔君

　 SAAに一任とする。

③3月外部卓話（ 3/7, 3/14 ）の謝礼について

　3/7：寄付金を交付する。3/14：規定どおりとする。

　・3/14  謝礼　 10,000円とする。

④米山記念奨学会への寄附について

　例年どおりとする。

⑤鯉の放流事業について  奉仕プロジェクト委員長  

  渡邉亀一君

　奉仕プロジェクト委員会としては、今年度は中止し

  たいとの事。理事会として、今年度は委員会の方針

  を重んじ、中止とする。   

外　部　卓　話

「素粒子から宇宙へ」 

水戸　宏様　
　
　私は大学で機械制御工学と宇
宙物理学を専攻し、大学などで
少々講義をさせて頂いておりま
した。また、陸上競技の混成 20

種競技のアジア・日本記録保持者、元バレエダンサー、
コンディショニングトレーナーでもあります。本日は、
素粒子を中心に宇宙についてざっくばらんにお話しし
たいと思います。

1.宇宙の始まり
　私たちの存在している宇宙は約 137億年前のビッグ
バンを起点とし、急激なインフレーションによって途
方も無い大きさに広がったとされています。膨張はい
つまで続きどのような宇宙に向かうのか、その謎を解
く鍵となるダークエネルギーは近年研究がすすめられ
ています。

2.素粒子が生まれ力が分化した
　素粒子とは物質を構成する最小の単位のことです。
その素粒子は大きく分けてボソンとフェルミオンの二
種類に分類されます。ボソンは相互作用を運ぶ粒子で
あるゲージ粒子やヒッグス粒子など、フェルミオンは
物質の構成要素であるクォーク・レプトンに分類され
ます。
　相互作用とは宇宙に存在する力のことで以下の 4つ
があります。「重力」「電磁気力」「強い力」「弱い
力」この粒子をやりとりすることで力が働くしくみを
最初に考えたのは中間子論でノーベル賞を受賞した湯
川博士です。

3.質量とヒッグス粒子
　宇宙の初期の状態においては、すべての粒子は自由
に動き回ることができ、質量がありませんでした。こ
こで、自発的対称性の破れが生じて真空に「相転移」
が起きて「ヒッグス粒子」が凝縮しました。ほとんど
の粒子がヒッグス粒子に当たって抵抗を受け、これが
「素粒子の動きにくさ」すなわち質量となりました。
この「自発的対称性の破れ」の発見が 2008年の南部陽
一郎博士のノーベル賞受賞の理由です。
　素粒子や宇宙の研究は私たちの生活に直接関係のな
いことです。しかし、人間の好奇心には限りが無く宇
宙と同じものです。宇宙を学ぶことは人間を学ぶこと
なのです。 
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例会場：ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 例会日：毎週木曜日
　　12:30点鐘   　(第三木曜日-18:30)

　　事務局●TEL&FAX　055-967-2152
　　事務担当者●川口恵美
　　Email●numawestrc@ny.thn.ne.jp

2012～2013年度

第 22巻 31号

2013年 2月 21日

奉仕を通じて平和を奉仕を通じて平和を

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報

● クラブテーマ ●

職業奉仕を通じてロータリアン同士のつながり!!

■■　本日のプログラム　■■

■ ２クラブ合同例会  ■

宮口雅仁 会長　

　本日は、年に一度の沼津柿田川RCと沼津西RCの合同

例会です。この合同例会は、本年度で15回目でござい

ます。本年度は、沼津西RCがホストクラブとさせて頂

いております。私ども沼津西RCは沼津柿田川RCの皆様

と、こうやって親睦を深められる事を光栄に思い、嬉

しく思っています。

　一緒に食事をし、一緒にお酒を飲み、和気あいあい、

今後とも、末長く合同例会が続くことと、より一層、

友情と親睦を深まることを祈念申し上げます。

　今月は、世界理解月間でございます。1905年2月23

日、ポールハリスが3人の仲間と共に、ロータリーク

ラブを発足し、今日では、毎年この日をロータリー創

立記念日として、「世界理解と平和の日」と定められ、

この2月を世界理解月間として、ロータリアンに理解

を呼びかけています。ものの書によると、ロータリー

の原点を見つめなおし、世界に目を向けようとなって

おります。ロータリーに入会し、活動をしていると、

職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・奉仕の理想・超我の

奉仕などといったロータリー用語に直面し、何となく

理解しても、その個々を結びつけて、ひとすじに、自

分の中で理解の域に入っていくのは、とてもむずかし

い事だと思います。まして、世界理解月間となると、

地平線の世界になってきます。 

　RI理事会は、「世界平和のために不可欠な理解と親

善」を強調する例会プログラムを計画し、特別な活動

に着手することによって、世界理解月間を祝うよう、

すべてのロータリークラブに要請しています。

　2月に、多くのクラブは、国際的に活躍する卓話者

を手配する、学校や大学から交換学生や留学生をクラ

ブ例会に招く、研究グループ交換の元チーム・メンバ

ーを紹介するプログラムを企画する、世界的問題に関

する討論会を開く、国際的な文化芸術を主題にした催

しを主催する、国際色を強調した他のプログラムを計

画するなど、さまざまな活動を展開します。

　多くのクラブはこの機会を利用して、国際奉仕活動

を始めたり、他国のロータリークラブと連絡を取り合

ったりします。2月はまた、ロータリー友情交換、あ

るいはその他のロータリー財団プログラムへの支援を

奨励するのに格好の月です。

　世界理解月間は、ロータリークラブが親善、平和、

世界中の人々の相互理解といったロータリーの絶え間

ない探求を推進する好機です。 

 すべてのクラブが一時、手を休めて、ロータリーが

世界の人々の問いの善意、平和および理解をずっと求

め続けていく奉仕の道のプランを立ててゆきます。 

2月のプログラム

1032回 12:30
 2月28日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　
会員卓話　名古良輔君　

3月のプログラム

1033回 12:30
 3月07日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 外部卓話(盲導犬ﾃ
ﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ)　日本盲導犬協会 
富士ハーネス 池田 義教 様　

1034回 12:30
 3月14日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　外部卓話
沼津年金事務所所長 夏目　茂 様 
理事会　　

1035回 18:30
 3月21日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 　夜間例会　
会員卓話　尾島康夫君

1036回 12:30
 3月28日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　インターアクト
クラブ活動報告　加藤学園高校

クラブ管理運営委員会

★出席報告（会員総数 21名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1031回 20名 19名  - 95.00%

1029回 20名 15名  2名 85.00%

●欠席者(1名)

　鈴木良則　

会　　　長 宮口雅仁 幹　　　事 久松　但

広報委員長 重光　純 編　集　者 植松　正

◆◆第1031例会　会長挨拶◆◆
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●他クラブへの出席者　

　重光　純　（2/12　沼津北 RC）

　成田みちよ（2/21　インターアクト）

●スマイル報告

 1.宮口雅仁：沼津柿田川 RCの皆さん、今日は宜しく

   お願いします。

 2.久松　但：沼津柿田川 RCの皆様、楽しんでくださ

   いませ！

 3.本村文一：沼津柿田川 RCの皆さん、今日はよろし

   くお願いします。

 4.栗原侑男：沼津柿田川 RCの皆様、ようこそ、今日

   は楽しくやりましょう。

 5.鈴木泰次：沼津柿田川 RCの皆様、今日は宜しくお

   願いします。

 6.植松　正：沼津柿田川 RCの皆様、今日は宜しくお

   願いします。

 7.杉山真一：沼津柿田川 RCの皆様、本日は、楽しん

   で行って下さい。

 8.重光　純：沼津柿田川 RCの皆様、今日は宜しくお

   願いします。

 9.成田みちよ：沼津柿田川 RCの皆様、今日は宜しく

   お願いします。

10.田村治義：沼津柿田川 RCの皆様、今日は宜しくお

   願いします。

11.名古良輔：沼津柿田川 RCの皆様、ようこそ、お越

   し下さいました。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①吉原ロータリークラブ

　3月14日（木）　奨学生激励会　於：ホワイトパレス 

  MUはホワイトパレスフロントにて11:30～12:30

2.連絡事項

①PETSが3/17から3/23に変更となったため、次年度会
  長幹事によるPETS報告は、4月以降となりました。

沼津柿田川 RC会長挨拶

沼津柿田川RC　　

野口郁夫会長　

　本日は毎年恒例の沼津西クラブさんとの合同夜間例

会であります。本年は沼津西クラブさんがホストクラ

ブとうことで私どもがお世話になります。

　合同例会は本年で15回目になります。お互いのクラ

ブの皆様の理解があり今日まで続いてきたと確信して

おります。沼津西クラブの皆様とほんのひと時ですが

お互いの情報交換の場として、また懇親を深める場と

して有意義に過ごしたいと思っております。先日のＩ

Ｍにおきまして高橋パストガバナーの話の中で「みん

な会ったら・やあー！と言おうよ！」それがロータリ

ーじゃないか！と言われました、沼津西クラブさんと

はまさしくそんなつながりを感じます。

　今夜は多いに飲んで歌って親睦を深めてください。

２クラブ合同例会

　　 

　　開会の挨拶は　　　
芹澤貞治君　　　

野口柿田川 RC会長より、
同クラブ新会員を紹介　

　
  

　カラオケ大会で大いに
　　　盛り上がりました。

  優勝は親子船を唄った 
  柿田川RC原　修一さん。

　

　

　両クラブ会長・幹事を
　　　中心に記念撮影

　
恒例の「手に手つないで
」を合唱

　鈴木博行君の
　「三本締め」で
　閉会となりました。
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第 22巻 32号

2013年 2月 28日

奉仕を通じて平和を奉仕を通じて平和を

沼津西ロータリークラブ週報沼津西ロータリークラブ週報

● クラブテーマ ●

職業奉仕を通じてロータリアン同士のつながり!!

■■　本日のプログラム　■■

■ 会員卓話　名古良輔君 ■

宮口雅仁 会長　

　花粉症はアレルギーの病気の1つ。代表例がスギ

花粉。スギ花粉が体内に侵入すると、スギ花粉に対

するタンパク質IgEという物質が体内に作られます。

次に、スギ花粉の成分と結合したIgEが肥満細胞と

いう白血球に結合して、ヒスタミン、ロイコトリエ

ンなどの物質が肥満細胞から出てきます。これらの

物質のために、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、眼のか

ゆみが出てくるわけです。  

　花粉症の方にはツライ時期、早め早めの花粉症対

策が必要になります。 

　花粉症対策は3つあります。周りの花粉を減らす

こと、花粉の侵入を防ぐこと、花粉症の症状を軽減

することです。ここでは、症状の軽減に注目します。

 

　花粉が接触する部分は、眼と鼻、ノドになります。

風邪を引いて、粘膜が傷んでいると花粉が粘膜に付

着して、さらに症状を悪化させます。その意味では

風邪を引かないことも花粉症の予防になるかもしれ

ません。症状は体調によって左右されます。体調が

よくないと、花粉症の症状の悪化が見られます。花

粉症の症状のために、寝不足などで体調が悪くなり、

さらに花粉症の症状が悪化し、体調が悪くなるとい

う悪循環になります。悪循環を断ち切るためにも日

ごろの生活を見つめ直してみましょう。 

　その1つとして、医食同源の観点から、体にいい

と言われているものを取り入れるという方法があり

ます。 

　体にいいと言われているものの1つに、乳酸菌が

あります。乳酸菌にはさまざまな作用、効果があり

ます。代表的なものが、腸の状態を整える作用です。

乳酸菌を取り入れることで、便秘や下痢が改善しま

す。悪玉菌と呼ばれる細菌の増殖を抑えたり、免疫

を高める作用があったり、コレステロールを抑える

効果、発がんを抑える作用があることが報告されて

います。

 

　乳酸菌は、アレルギー症状の原因であるIgEを作

るために必要なヘルパーTリンパ球2型という白血球

を抑えることで、アレルギー抑制に効果があると報

告されています。 

　乳酸菌にはさまざまな種類がありますが、ここで

はフェカリス菌に注目します。人間の体内から分離

して加熱処理を行い、乾燥させた乳酸球菌です。 

　このフェカリス菌を含む飲料を使って、NPO日本

健康増進支援機構の花粉曝露試験施設でスギ花粉症

患者20人にその効果を検討した結果があります。フ

ェカリス菌を含む飲料を継続的に8週間飲んだ人は、

鼻かみの回数、眼のかゆみ、鼻づまりで統計上、改

善が見られたと報告されています。　 

　また、乳酸菌はより多く摂ることが有効とされて

おり、フェカリス菌は一度に大量に摂取でき、より

整腸効果が期待できると考えられています。 

・殺菌しても効果があるので、より摂取しやすい乳

酸菌は生きたまま腸に達するといいのですが、胃酸

によって多くが死んでしまいます。その点、フェカ

リス菌は加熱殺菌処理した死菌でも効果を発揮する

と言われています。死菌のフェカリス菌は、腸内の

善玉菌のエサになり、悪玉菌を減らし、腸を整えま

す。フェカリス菌を継続的に摂ることで症状の改善

に期待できるかもしれません。

会　　　長 宮口雅仁 幹　　　事 久松　但

広報委員長 重光　純 編　集　者 植松　正

◆◆第1032例会　会長挨拶◆◆
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3月のプログラム

1033回 12:30
 3月07日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 外部卓話(盲導犬ﾃ
ﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ)　日本盲導犬協会 
富士ハーネス 池田 義教 様　

1034回 12:30
 3月14日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　外部卓話
沼津年金事務所所長 夏目　茂 様 
理事会　　

1035回 18:30
 3月21日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 　夜間例会　
会員卓話　尾島康夫君

1036回 12:30
 3月28日(木)

ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津　インターアクト
クラブ活動報告　加藤学園高校

クラブ管理運営委員会

★出席報告（会員総数 21名）

例　会 会員数 出席数 ＭＵ 出席率

1032回 20名 16名  - 80.00%

1030回 20名 19名  1名 100.00%

●欠席者(4名)

　伊縫文哉、成田みちよ、尾島康夫、重光　純　

  

●他クラブへの出席者　

　鈴木良則(2/17 地区チーム研修セミナー)

  名古良輔(2/24　eCLUB)　

●スマイル報告

1.鈴木泰次：入会記念日のお祝いありがとうござい

  ます。

2.鈴木良則：2月17日の地区チーム研修セミナーに

  出席しました。

3.久松　但：名古さん、卓話よろしくお願いします。

4.本村文一：名古さん、卓話よろしくお願いします。

幹　事　報　告

1.他クラブの例会変更等

①富士宮西ロータリークラブ

　3月01日（金）→02日（土）米山梅吉記念館訪問

　3月29日（金）　特別休会

2.連絡事項

① 3月のロータリーレートは1ドル＝92円と本部よ

  り連絡がありました。

②石和ロータリークラブより　2013年 2月 1日より、

  「笛吹ロータリークラブ」にクラブ名が、変更さ 

　れます。

会　員　卓　話

「スペインと私」　

名古良輔君

　スペインというと、「太陽と情熱の国」、あるい

は、「闘牛とフラメンコの国」などと形容されます。

しかしスペインの歴史を辿ると、意外や意外、そこ

には今日に繋がる重要な要素を孕んでいます。スペ

インは現在 EUの一員として、重要なメンバーのひと

つですが、かつて800年近くに渡ってイスラムの支

配を受けた歴史があるのです。今でもスペイン語の

語彙のうち一割はアラビア語起源だと言われていま

す。しかも、イスラム・スペインは当時最高の文明

を誇り、古代ギリシャ時代の古典をアラビア語を通

してラテン語に翻訳することで、ヨーロッパにルネ

サンスをもたらしているのです。

　また、イスラム統治時代はユダヤ人の首相が二人

も輩出するなど、人種や宗教に関わりなく能力を発

揮することのできた稀有な時代でもあったのです。

　1492年にグラナダのアランブラ宮殿がカトリック

勢力の手に落ち、国土回復運動は終結しました。同

年セビリアから船出したコロンブスのアメリカ大陸

発見により、スペインは黄金の時代を迎えますが、

イスラム教徒、ユダヤ教徒を国外追放することで、

やがてスペインは黄金に囲まれながら転落の道を歩

むのです。

　21世紀に入り、文明の衝突が叫ばれ、宗教間の対

立が先鋭化しています。そのような現実をみるにつ

け、スペインの歴史から、寛容とは何か、調和とは

何かを学ぶことは、まさに焦眉の急のように私には

思えるのです。




