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ＢＧＭ チェット・ベイカー 「チェット・ベイカー シングス」

○司 会

国際奉仕チーム 村山恒夫 委員

【開会点鐘】1２時３０分
坡山浩二 会長

ロータリーソング「我等の生業」
ソングリーダー 雨倉寿久 会員

来訪者紹介
卓話講師 健康運動指導士・認知症サポーター

山口恵美子 様
東京昭島中央ＲＣ 会長 佐々木稔郎 様
同上 幹事 岡野 景子 様
同上 創立30周年記念実行委員長 西野 勝介 様

東京国立ＲＣ 村上 隆秀 様
東京立川ＲＣ 大高 均 様

会務報告 坡山浩二 会長
１．先週の例会で少し風邪気味
というお話をしましたが、１週
間経って大丈夫とは思いま
すが、現在も鼻声です。インフ
ルエンザではありませんので
ご心配なく、世界的医療機
関の栄田医院でチェックしてＯＫを頂いております。

2．午前中に向山・矢口年度の第1回被選理事会が開催され
ました。これから各委員会・チームの人員選考に入る事に
なります。皆様のご協力をお願い致します。

3．本日例会終了後、理事会が開催されます。
4．1月24日(木)昭和の森芸術文化振興会理事会に参加して
参りました。理事の交代としてＡＩＪ(昭島青年経営者クラブ)
とＪＣ（昭島青年会議所)1月が年度替わりとなり新旧理事長
がお越しになり挨拶がありました。事業計画として北の森に
武藤順九氏の世界的に彫刻を遊歩道の中に展示する事が
進んでいます。

5．1月28日(月)第2回会長幹事会が開催されました。今後の
予定などについての確認がされました。
又、指導者育成セミナーが開催され参加して参りました。講
演では2840地区(群馬)パストガバナー本田博己様より「今
後ロータリーをどうするんだ 変えていくもの 変えていかな
いもの」のお話しがありました。続いてこれをテーマにパネ
ルディスカッションが行われました。少し視点を変えてのお
話しで興味あるお話を伺う事が出来ました。

6．当会長幹事会で表彰状を頂きました。
2017-2018(鈴木)年度の財団の寄付に対する表彰
一人当たり平均額100㌦以上、クラブ全員が100㌦以上

幹事報告 畢 煜 幹事
1．「第6回奉仕の集い」開催のご案内

日 時 3月28日(木)
会 場 赤坂コミュニティーセンター

2．地区ジャズ同好会の案内
日 時 3月1日(金)18時～
会 場 日比谷・シーボニアメンズクラブ
登録料 8,000円

来訪者挨拶
東京昭島中央ＲＣ

会長 佐々木稔郎 様
幹事 岡野 景子 様

創立30周年記念実行委員長
西野 勝介 様

創立30周年記念式典・祝宴開催
日時 4月17日(水) 会場 フォレスト・イン 昭和館
皆様のご来訪を心よりお待ちしております。

チーム報告
親睦活動出席チーム

2019-20年度地区役員会
報 告 安保 満 委員長
今回は財団委員長として出席して参りまし

た。月に1回開催され6月迄月に2回出席させ
て頂きます。それぞれの委員会の今年度の
活動計画、いままでの活動状況報告でした。
2月6日(水)に財団セミナーが開催されます。

出席報告 平原保男 委員

会員総数 出席免除 出席義務者 本日の出席

５４名 ６名 ４８名 ４５名

事前メークアップ 本日の出席率

０名 ８８.２４％
事前メーク なし
メークアップ なし

左より 幹事 岡野景子様、会長 佐々



【卓 話】
卓話講師紹介 プログラム会報チーム 森島徳幸 委員
昨年、鈴木年度の時にもお越し頂きまし

た。楽しいお話をお聴き下さい。
＜山口恵美子様のプロフィール＞
Ｓ59年 日本大学文理学部体育学科卒業
Ｓ59年 (株)コナミスポーツクラブ）入社。フィ

ットネスプログラム全般の指導、企画、
指導者養成を担当

Ｈ２年 同社を退職後フリーとなる。学校法人
佐伯学園体育講師。(株)コナミスポーツクラブインスト
ラクター

Ｈ26年～ カラダとこころのバランスサポート Ｆｅｅ１･Ｅ主催
※詳細は配付資料でご確認下さい。

テーマ「脳がよろこぶ=笑顔がうまれる=
シナプソロジーをやってみよう」

健康運動指導士・認知症サポーター 山口恵美子 様
昨年に引き続きお招きいただき、うれしく

感謝申し上げます。本日は皆様方に今まで
以上に脳を活性化して頂く、“シナプソロジ
ー”と云うプログラムをご紹介します。
一昨年3月に厚生労働省より発表になっ

た65才以上の方の介護要因の第1は認知症
です。総数で第1位という事と男女別では女
性が第1位、男性が第2位です。2020年には
5人に一人は認知症になる時代が来ると云われています。認
知症は予防を第1に考えたいと思います。素早さの反応が出
来るのは脳が活性化していなければ難しい事です。
脳が活性化する事によって、つまずきそうと思ったときにス

ッと足が出る、自動車運転でアクセルとブレーキを間違えるの
は判断機能、注意機能の認知機能に当たります。その様な事
の改善につながればと思います。
始めに、ジャンケンをして頂きます。今日の昼食のメニュー

の中、「茶わん蒸し」をグウ、「マグロ」をチョキ、「サラダ」をパ
ーとします。これを覚えておいて頂き、私が出したものと同じも
のを出して、「茶わん蒸し」「マグロ」「サラダ」とおっしゃって下
さい。では始めます。このジャンケンは何だったかを考える過
程が良い事で、普段使っていない神経細胞を使って頂きまし
た。脳の神経細胞は細胞同士少しの隙間があり、その隙間を
「シナプス」と云い、「シナプス」に働きかけるロジーを組み合
わせて“シナプソロジー”と云う造語です。脳は幾つになっても
活性化するそうです。ただ、脳の神経細胞は二十歳をピーク
に衰退します。活性化するには、神経細胞同士の「シナプス」

に出来るだけ多くのネットワーク
を広げていく事が重要です。
次は二人で向かい相手と組

んで下さい。「よろしくお願いし
ます」と云って握手。相手の方
の手は温かいかを感じ取るのも
脳の機能です。温かかったと思
われた方は手を上げて下さい。

変わらないと思った方はジャンケンで勝ち負けを決めて下さ
い。ご自身の手が温かかった方とジャンケンをして勝った方を
麺類の「そばさん」にします。ジャンケンで負けた方とご自身の
方が冷たいと思われた方を麺類の「うどんさん」にします。握っ
た手の間を少し開けてシナプスを作って下さい。私が「そば」
とか「うどん」と云いますので云われた方は手をギュッと握って
下さい。云われない方は手を上げて逃げて下さい。
設問を変えて、「そば」は“ざる”、「うどん」は“かけ”。名産地で
「そば」は“信州”、「うどん」は“さぬき”で行い、最後は全ての
混合(ミックス)の設問となります。以上は判断力と注意力で
す。そして私が少し間を置い
たときがありますが、皆様は
息を止めて待つ、物凄い集
中力です。合わせて「シナプ
ソロジー」は心理面にも効果
があり、爽快感が増す、抑う
つ感とか倦怠感が低下する
事が検証されています。いま
皆様には笑って頂きましたが、
それも効果として出ています。
※この後、鏡の効果、アスリートにチーム
ワークの向上効果等、最後に丸テー
ブルで隣の方との設問がありました。

このプログラムは上手く行く事を目的としていません。考える
事が新しいシナプスのネットワークを作り活性化している事に
なります。皆様もお元気で、今日はどうもありがとうございました。

謝辞・記念品贈呈

閉会点鐘 坡山浩二 会長

例会案内
２月１４日(木)第２４８７回例会
会員卓話「私の履歴書」

左より 畢幹事、山口恵美子様
坡山会長

坡山会長 東京昭島中央ＲＣ会長佐々木稔郎様、同・幹事
岡野景子様、同・創立30周年実行委員長西野勝
介様。東京立川ＲＣ大高均様、東京国立ＲＣ村上
隆秀様、のご来訪を歓迎致します。卓話講師の
山口恵美子様、本日は宜しくお願い致します。

畢 幹事 山口恵美子様、卓話を楽しみにしています。
東京国立ＲＣ村上隆秀様、立川ＲＣ大高均様、
東京昭島中央ＲＣ佐々木会長、岡野幹事、西野
委員長。
日頃、大変お世話になっております。ご来訪を歓
迎致します。

篠 会員 昭島中央ＲＣ 佐々木会長、岡野幹事、創立30
周年西野実行委員長さんのご来訪を歓迎申し上
げます。

木野会員 佐々木会長をはじめとする昭島中央ＲＣの皆様、
ようこそ=昨年の義理は本年お返し致します。
4月17日楽しみにしています。

森島会員 卓話講師山口恵美子先生、本日はよろしくお願
い致します。
東京昭島中央ロータリークラブ佐々木会長、岡野
幹事、西野委員長ようこそ。いよいよですね。
村上前ガバナー補佐、お待ちしてました。

本日の合計 44,000円
累 計 1,375,500円
予算達成まで 924,500円

青少年奉仕チーム
東京昭島ローターアクトクラブ例会報告 植松一良 委員
1月27日(日)18時より安保会員の会議室を

お借りして例会が開催されました。参加は市
川会長、伊藤会計。当クラブより畢幹事、菊池
青少年奉仕チームリーダー、雨倉委員と私
(植松委員)が参加しました。確定ではありませ
んが、グアム地区大会開催時に例会開催を
お願いして参りました。グアムに参加されない
会員はメイクになりますので開催されましたら
よろしくお願い致します。

親睦活動出席チーム
ニコニコＢＯＸ発表 平 雅徳 委員
東京昭島中央ロータリークラブ様

本日は創立30周年記念式典のご
案内に参りました。4月17日の式典
には全員のご参加でお待ちしてお
ります。どうぞ宜しくお願い申し上
げます。

村上隆彦様(東京国立ＲＣ)
本日はメイクに来ました。昨年はお世話になりまし
た。坡山会長、あと半期ガンバって下さい。


