
た大切な日本の友人です。今年はこの対応を改

め、台湾に対し感謝の意を込めて『指名献花』を

して頂く事になりました！この事に対し中国が

代表を送らなかった事は大変残念であります。

しかし我々はこれからも礼儀正しくありたいと

思います！」（記事原文） 

最近胸が打たれた２つの記事でございます。 

☆会長報告 

１.今週月曜日夜、６組会長幹事会交流会が開催

されました。先の３月８日開催の東日本復興支

援チャリティコンサートの収支を含めます報

告を本日の理事会でさせて頂きますが、義捐金

１．７３９．４４０円を６組１１クラブとして

寄付をさせて頂く事で決まりました。 

２.３月２２日 帝国ホテル大阪におきましての

「大阪大手前ロータリークラブ」創立３０周年

記念事業・式典並びに祝賀会に２９名で出席し

てまいりました。事業は３世代クラブ合同のソ

メイヨシノの植樹を致しました。２００名を超

える式典・祝賀会は素晴らしいものでございま

した。設立に尽力された福井パスト会長が、本

当に立派なクラブになられたと感慨深げに

おっしゃたのが、小生にはとても印象的でし

た！引き続きまして３０日は大阪中之島ロー

タリークラブ２０周年でございます。ご出席の

皆様よろしくお願い申し上げます。 

３.３月２３日 次年度地区チーム研修セミナー

に山本会員・寺内会員にご出席頂きありがとう

☆☆ ４月度のお誕生日 ☆☆ 

    9日 箕村 保    14日 西井 幾雄  

   18日 目幸 文範   23日 山村 朋史  

                                      （以上敬称略）  

＊＊ 先 週 の 例 会 報 告 ＊＊ 

☆☆ 会 長 報 告 ☆☆ 

春が駆け足でやって参りました！皆様こんに

ちは！！ご来訪の皆様、ようこそお越しくださ

いました。会員の皆様も多数ご出席ありがとう

ございます。 

本日は歴史と伝統ある親クラブの大阪ロータ

リークラブ・松澤本年度会長にお越し頂き誠に

ありがとうございます。今日は住友病院・院長の

お立場から健康委員会の卓話を後程よろしくお

願い申しあげます。 

さて大震災から３年目にはいりました・・・世

界最貧国のひとつであるバングラディッシュの

小さな村で多くの人が１日たった２００円の収

入の中から、その半分を日本のために寄付して

いた事をご存じでしたでしょうか？「私たちは

貧しいから大きな力にはなれなくてごめんなさ

い」そう言ってくれた人達がいる事を！ 

又さる３月１１日の東日本大震災慰霊式典で

の安倍総理大臣より「昨年の式典では、台湾の代

表は出席していたにも関わらず名前は読み上げ

られませんでした。震災発生時台湾はどの国よ

りも早く２００億を超える義捐金を送ってくれ

☆☆ 今日のプログラム ☆☆ 

１）例 会 （2197回） 

２）国旗およびロータリー旗に礼 

３）ソング 君が代・奉仕の理想 

４）卓 話 「ＲＡＤＡＲ」 

          高良 尚志会員 

次週（４月１１日）のお知らせ 

１）例 会 （2198回） 

２）ソング  我等の生業 

３）卓 話 「職業奉仕を考えよう」 

           大矢 平治 会員 
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ございました。そして同日在本会長エレクトが

ＰＥＴを終日受けられご苦労さまです。お体に

はご自愛頂きますよう・・・ 

☆☆ 幹 事 報 告 ☆☆ 

① 4月1日からロータリーレートが1ドル＝94円に

変更になります。（現行1ドル＝92円） 

② 大阪市青少年活動協会広報誌「ふぃーるど」を

本日お配りしております。 

③ 「45周年 春の家族会」出欠のご返事を早急に

事務局までお願いいたします。 

④ 「新年度ロスターの原稿」、ご確認済みの方は

事務局まで早急にご提出をお願いします。な

お、ご訂正のない場合もOKとご記入のうえ必

ずご提出お願いいたします。 

⑤ 大阪中之島ＲＣ創立20周年記念式典が「太閤

園 別館」にて明後日開催されます。登録開始

が14：30・記念式典は15：00からです。なお、

ご出席頂けます会員各位におかれましては45

周年記念ネクタイ（赤色）を着用頂きますよう

お願いいたします。 

⑥ 4月16日(火)午後から「殺虫剤散布」のために事

務局をしめさせて頂きますので宜しくお願い

いたします。 

⑦ 本日例会終了後 4月度定例理事会を「平安の

間」にて開催いたします。関係各位宜しくお願

いいたします。 

  ☆☆ にこにこ箱 ☆☆ 敬称を略す 

本日の卓話宜しくお願い致します。 

   大阪ロータリークラブ会長 松澤 佑次 

大阪ロータリークラブ松澤会長ご来訪ありがと

うございます。本日の卓話よろしくお願い申し

上げます。 川原 和彦 

健康委員会の卓話者として松澤佑次先生をお迎

えして             健康委員会 

大阪ロータリークラブ松澤会長御来訪ありがと

うございます。メタボリック気になってます！ 

 永田 秀次 

本日は交換留学生 郷渡一司君をよろしくお願

い申し上げます。 中川 政照 

くちはっちょうが１５店舗になりました 自祝

 中村 修 

重里パスト会長、京都「北野をどり」有り難う

ございました。キレイでした。 髙田 肇 

平成25年3月28日  合計金   46,000円 

          累計金 2,424,029円 

☆☆ 先週（3月 28 日）の卓話 ☆☆ 

メタボリックシンドロームとはなにか？ 

  大阪ロータリークラブ会長 松澤佑次様 

メタボリックシンドロームは、糖尿病、高血圧、

脂質異常などの生活習慣病が重なっており、その

原因が内臓脂肪の蓄積であるという新しい症候

群として２００５年に私たちが提唱したもので

す。発表当初から名前がわけのわからないカタカ

ナであったことや、診断基準に、ズボンのサイズ

のようなウエストを採用したため、マスメディア

が一斉に賛否両論の報道をしたのを覚えてい

らっしゃる方もおられるでしょう。しかし、この

お陰でメタボという名前や、またウエストが大き

いと生活習慣病とつながるのだという認識は驚

くほどの速さで全国に浸透しました。その後２０

０６年には流行語大賞候補にノミネートされ、イ

ナバウアー、品格の大賞に次ぐ次点に選ばれたも

のでした。一方ではその本質がいまだに充分に理

解されているとは言えません。血管の病気は、こ

れまでコレステロールが最も大きな原因と考え

られてきましたが、糖尿病、高血圧、高中性脂肪

血症など、一つ一つが大きなリスクとはいえない

異常が一個人に複数重なっていることが大きな

リスクになることがわかってきたのです。さらに

これらの異常は偶然重なっているのではなく、腹

腔内の脂肪、内臓脂肪の過剰蓄積が共通の原因で

あることがわかってきたのです。従ってメタボで

は、内臓脂肪を減らすための生活習慣の改善、と

くに運動と食事療法をすることで、複数の病気を

一網打尽に改善させることができます。幸い内臓

脂肪は皮下脂肪に比べて運動などで減りやすい

ので、内臓脂肪蓄積の指標であるウエストの基準

を超えていれば、しっかりダイエットと運動に励

みましょう。 

☆☆ 本日のメニュー ☆☆ 

コーンスープ 

ミックスシーフードフライ（海老、鱚、穴子）、 

タルタルソース添え 

シトラスフルーツのサラダ、ヨーグルトアイスク

リーム添え 

ライス   コーヒー 

 ☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（ ）内は会員総数を基準とした値 

国内ビジター ２名 会員総数 69名 

国内ゲスト  ７名 会員出席 50名(64名) 

外国ビジター ０名 出席規定適用免除 22名 

外国ゲスト  ０名 会員欠席 14名 

3月28日の出席率 78.13％ 

４週間前（3月7日）の 

メークアップを含む出席率 87.30％ 

メークアップ実施会員     2名（欠席者10名) 


