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12 月の新強調月間のテーマ「疾病予防と治
療月間」にちなんで少し面白い病気の話を紹
介します。松井孝嘉医師著書の「副交感神経
ＵＰで健康になれる」という話であります。
松井孝嘉医師は東大医学部卒業。脳神経外科
専門医で東京脳神経センター理事長。アル
バート・アインシュタイン医科大学で脳腫瘍
研究の後、ジョージタウン大学で世界初の全身用ＣＴの開発に
従事、
1978 年に頸性神経筋症候群を発見。35 年以上
「首の研究」
を続け 10 万人以上の患者の治療を行い「首と副交感神経の関
係」を突き止めた。自律神経失調症の治療法を完成させた。
皆さんもご承知だと思いますが、自律神経は自分の意志に
関わりなく体の臓器や器官を動かす神経のことで有ります。
例えば人間が生存するにあたって必要な呼吸であったり、血
液の循環で有ったり、ホルモン分泌や消化液分泌など様々な
働きを体に命令する中枢司令塔であります。
この自律神経は御存知だと思いますが、交感神経と副交感
神経の２つから成り立っています。例えば走り終わったあと
心臓の動悸が早くなる。それは体中に酸素を早くより多く供
給しようと自立神経が心臓に命令を出して動きを活発にして
血液の循環を高めているからです。又条件反射の一つで梅干
を見ると自然と唾が出てくる。すなわちすべてが自律神経の
働きである。この命令を伝達するのが交感神経であり副交感
神経である。一言でいえば交感神経は人間を戦闘状態に持っ
ていく神経で副交感神経は戦闘状態をやめさせる神経である。
つまり交感神経はアクセルであり、ポジテイブな神経であり
何かに直面した時に「動の状態」に持っていきます。仕事等
においても普通では考えられない素晴らしい状況、結果を生
み出す。わかりやすい例を挙げると小原会員がゴルフで７連
続バーディーを奪うなど、まさに「動に入った状態」つまり
アドレナリンを副腎皮質から出させて人間を興奮状態に持っ
ていく。車のアクセルを踏み込んで燃料をどんどん体に注ぐ
一方、副交感神経はブレーキだから静の働きをする。興奮し
て燃え盛っている体の火を消そうとする。人間を非戦闘状態
に持っていく平和を求めるこの「副交感神経」こそが大事な
健康のカギになると強調されています。
「不定愁訴」という病名を皆さん御存じですか。症状はイラ
イラする、吐き気がしたり倦怠感がいつも感じる、不眠状態
が続く、頭重、頭痛がする、突然動悸が始まる、やる気が起
こらない等々精神的な不調まで症状が進んでいる。血液検査
やＣＴ検査等しても全て正常。医師から見れば原因不明の判
断を下すしかない。医師からは不定愁訴という病名でないよ
うな病名のような診断が下されサジを投げられてしまう。こ
のような症状は患者さんの自律神経がきちんと働かないとこ
ろからきている。すなわち自律神経の失調症という事になり
ます。松井医師著書の中で日本語には
前回例会出席率
首の入った言葉が数多くあると「首根っ
こを押さえろ、借金で首が回らない、
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職業奉仕月間

今度こそ首をかけてもやり遂げます」等々昔の人も今も首が
人間にとって一番大事な場所であると認識しているのでしょ
う。だからこのような言葉が生まれたのでしょうか。
このように人間にとって首がとてもだいじな部分であるこ
とを理解していただきたいと思います。「首こり」は肩こりや、
腰痛とは根本的に症状が違う。首こりは肩こりや腰痛のよう
に痛みを伴わない、それ故に深く潜行して神経症状が出る不
眠や目まい、慢性疲労、自律神経失調症、精神的症状が出ます。
松井医師が 10 万人以上の患者の治療を行い、「首と副交感
神経の関係」を突き止め自律神経失調症の治療法を確立させた。
慢性疲労や不定愁訴の患者さんたちは多くは自律神経失調症
と診断され、その原因として交感神経の暴走が原因とされ、
その為、交感神経の働きを鎮める為の薬の投与がほとんどで
あります。松井医師が言うには研究の末、これらの病気の原
因は交感神経の暴走でなく副交感神経の機能低下によるもの
であると断定したからです。副交感神経をまともに働くよう
にすればバランスのとれた自律神経の状態になり健康な体を
取り戻すことができるとの説であります。松井医師が提唱す
る「首こり」の解消により副交感神経の働きを阻害している
要素をきちっと取り除けば自律神経失調症と言われる病気を
治すことの近道であり正しい道であると結ばれています。具
体的な治療方法は（副交感神経ＵＰ方法）
・１日５分「５５５体操」
首の柔軟体操Ⅰ・・・首を左右にゆっくり回します。頭を前方
に倒してまず左からゆっくりと１周させます、続いて右か
ら回すこの運動を５回繰り返す。
首の柔軟体操Ⅱ・・・首筋をしっかり伸ばしてゆっくり右に向
けます。この時、体は正面を向いたまま動かさず左肩を軽
く後ろに引きます。その後正面に戻します。これを５回繰
り返す。
続いて先程の逆の動きをします顔をゆっくりと左に向け
ます。体は正面を向いたまま動かさず右肩を後ろに引きます。
この運動も５回繰り返す。
Ⅲ．首の後ろの筋肉をゆるめる
両手を組んで後頭部に当てて頭をゆっくりと後ろに倒し
ます。倒した状態で５まで数えてゆっくりと頭を元に戻し
ます。この運動も５回繰り返す。
Ⅳ．首をホットタオルで温める
（タオルの温度を電子レンジで 50℃に設定して温め、ホット
タオルを首の後側の上半分に充てる）タオルの熱が首の筋
肉を温めて首こりの改善に役立つ。
Ⅶ．パソコンはノートよりデスクトップ型が望ましいデスクワー
クは 15 分に１回休憩をとる。必ず頭を後ろへ 30 秒倒す。
Ⅷ．入浴は全身浴をする、首をしっかり温める
Ⅸ．十分な睡眠時間をとると首の筋肉疲労が回復できる。
Ⅹ．休憩するときは寝そべるなどして首に負担がかからない
ような姿勢で休むのが大事です。机に座ったままうつ伏せ
の姿勢で休むのは首に負担をかける。紙面の関係で後は割
愛させていただきます。
以上是非お試しあれ！
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春に向け建替中です。
宝くじ売場は移設しておりますが今日も長蛇の
列です。
10 億円のビッグは明日までですがロータリーの方には、
これ以
上お金はいりませんね。
●大坪 泰三君／一昨日の土曜日、
宮崎銀行主催の取引先親睦ゴルフ
に中央 RCから３名も参加頂きました。
本坊さんは準優勝、
池脇さんは
15 位のとび賞、
椨さんはラッキー賞でゴルフバッグを貰われました。
ホ
スト役の私、
大坪はオリンピックで皆からむしり取られました。
尚、
私
のスコアは、
108
（ヒャクヤッツ）
、
未だ煩悩まみれです。
来年精進します。
●社会奉仕委員長 小福田 博君／ 19日土曜日、
鹿児島乳児院訪問が
無事終了したことを報告いたします。
ローターアクト３名の方に御協力
頂き、
まだサンタさんを信じている子供達の夢をやぶらないよう活動い
たしました。
乳児院さんの利用された予算の残額をスマイルします。

●椨 茂吉君／土曜日は本坊さんが会長の宮銀ゴルフ大会に出場して
見事キャディバッグが当たりました。
日曜は高牧ゴルフ場にてクラブ
コンペで見事準優勝になりました。
今年始めてのスマイルをします。
●本坊 修君／誕生祝いに頂いたお肉、
吉村さんが受け渡してくれま
したが美味しかったです。
●本坊 修君／今年最後の例会です。
岡部氏と私の出席率を比較され
ますが私が断とつで成績が良いのでご認識下さい。
●森園 千廣君／教え子が、
浅田真央のフリーの蝶々夫人の曲を歌い
ました。
先日、
TV 放映されてうれしい事ですのでスマイルします。
●宮嶋 文昭君／フコク生命中町ビル
（チャンスセンター）
は、
現在、
来

12月21日のスマイル 小計 13,216円 2015～2016年度 累計 513,851円

ロータリーソング：
「我等の生業」
職業宣言唱和：５・６
食事：百万ドル食事
会長挨拶：会長 宇都 和治君
会務報告：幹事 深野木 信君
１）本日の配布 ①献血スケジュール
２）本日ラウンド・テーブル 場所：ごはんのじかん 18:30～
担当：社会奉仕委員会
３）12/27 RCC 例会指名出席者→池脇・重久・西元 各会員
４）本日例会終了後 2016-2017 年度 臨時理事会開催 会場 : 例会場
５）12/28（月）の例会はクラブ定款に基づき休会
1/4（月）の例会は、1/8（金）
「新春合同例会」に変更の為休会です。
12
次回の例会は
1/8（金）新春合同例会
21
場所 : サンロイヤルホテル 集合時間 11 時 45 分
お間違えのない様にご出席下さい。
例会終了後、理事会開催 場所 : サンロイヤルホテル 1F「トリアン」
1 月例会プログラム

月
日（ 月 ）

昨年の11月、突然前迫前会長と宇都会長
が来社され、よく理解しないまま幹事を受け
ることになりました。その日、宇都会長はほ
とんど話しをされなかったと思います。お互
いに相手のことを良く知らずに会長・幹事と
なったわけです。それから一年たった今、宇
都会長の下で幹事ができたことを嬉しく思っています。

持っていらっしゃいました。先週ガバナー事務所から来年4月2
日～3日に都城で開催される研修会の案内が来ました。「入会3
年未満の会員のための研修会」です。川村委員長、さあどう動
く？
先日の忘年家族会は吉村委員長を始めとする親睦委員会の皆
様のご尽力でとても楽しい会となりました。でも一番楽しんだ
のは私たち会長幹事だったのではないかと思います。にこにこ
市民メタボリックバレエ団は公演一ヶ月前に結成され、私のカ
ミさんの鬼指導に耐え、舞台に立つことが出来ました。会長の
体力には敬服しました。自主錬もこなされるほど真剣に取り組
んでおられました。小さな目標ですが宇都会長と同じ目標に必
死に取り組めたことは大きな成果でした。
幹事という職を与えられ、ロータリーの本質に触れられたよ
うな気がします。上期を終えようとする今、宇都会長のもと幹
事としてクラブに関われたことを幸せだと感じています。下期
もこの思いが増すよう、また、宇都年度が会員の皆様にとって
思い出深いものになるよう会長と心をひとつに邁進していきま
す。
最後になりますが、今、気になっていることがあります。そ
れはスマイルの年間ランキングです。発表のときのブーイング
が心配です。下期にはスマイルしたい良いこと、嬉しい出来事
がたくさん起きることを祈念して上期の報告とします。皆様も
ご遠慮なくスマイルしてください。

幹事としての最初の大きな試練は、名簿と年次計画書の作成
でした。今年度から川路会員の青葉印刷さんに委託することに
なったのですが、これまでの原稿データを使用できず、定款、
細則等の規定集は再入力となり、全てを一字一句校正する状況
となりました。ロータリーの規定は翻訳文であるためか表現や
文言に特異なものも多く、困難な作業となりました。しかし、
じっくりと読み解く機会となり、幹事として組織や運営方法を
知る上でとても貴重なこととなりました。
昨年度までと大きく変わったものの代表格が「学習会」で
しょう。偶数月の第2月曜日の例会終了後に例会場で開催する
ようになりました。ロータリー情報委員会前迫委員長の英断に
敬意を表したいと思います。入会3年以内の会員の出席率も高
く、ロータリー用語の解説は入会6年目の私にとっても勉強に
なるものです。正直に申し上げると、これまでの私は、「学習
会」と「ラウンドテーブル」の区別がつかないまま時々参加す
るという状況でした。
ガバナー公式訪問例会も様相が異なりました。今年度は夜の
時間帯に割り当てられ、女性会員・ひまわりの会との懇談会の
開催、ネクタイ着用など異例でしたが、クラブフォーラムでの
小福田社会奉仕委員長、川村出席委員長、青崎会員増強委員長
の発表に野中ガバナーは感銘を受け、活力のある公式訪問例会
となりました。台風接近の嵐の中開かれた二次会でも野中ガ
バナーは興奮を抑えられない様子でした。特に川村委員長が提
案した「3年未満会員のクラブを越えた交流」には特に興味を

第１７９５回例会記録

アッと言う間の半年でありました。深野木
幹事との熟年コンビとしてスタートいたしま
して本日を迎えました。歴代会長さん方はじ
め各理事役員の皆様方のご協力のもと、例会
はじめ各種の行事を大過なく進行できました
ことを心から御礼申し上げます。
特に深野木幹事の卓越した会運営の手腕にただただ尊敬、感
謝申し上げるとともに事務局の上野氏に御礼申し上げます。
1776回例会が新年度スタートの日でありました。初日の朝、
出勤途中に大須氏急逝との一報が入りました。とても信じられ
なかったです。功績ある大先輩会員大須氏の訃報に会い、会員
一同大変なショック、悲しみの船出でありました。例会では何
をお話ししていいのか一瞬真っ暗になり、様々な思いで大変な
不安を感じる次第でした。悲しみを乗り越え、新たな決意と責
任に立ち緊張の日々で今日までやってまいりました。今まで楽
しい週末も月曜日の会長の時間原稿のことで頭いっぱいになり
極度のストレスとなりました。
会長になって生活のリズムが大きく変化した半年でありまし
た。
本年度の国際ロータリーのテーマはラビンドラン会長の提唱
された「世界へのプレゼントになろう」でスタート。「人は手
を閉じて生まれ手を開いて世を去る、己の才能は天から授かっ
たものと言われます。ですから私たちはその授かりものをお返
しするのです」
「私たちの人生の価値はどれほど得たかではなく、どれほど
与えたかによって判断されるのです。」なんとすばらしい言葉
だろうと衝撃を覚えました。テーマの「世界」とは家庭であり
職場でありクラブであります。例会出席を初め会員増強、財団
や米山への協力全てに真剣に取り組むロータリー活動そのもの
が「世界へのプレゼント」であると野中ガバナーの公式訪問で
のアドレスでありました。
本年の我がクラブテーマに「寛容の精神で友情の絆」を掲げ、
８月24日、クラブ協議会を開催、効果的なロータリークラブと
なる為の活動計画を各委員長より発表していただきました。
31日には2730地区野中ガバナーをお迎えしてガバナー公式訪
問例会を晴れやかに開催。その中のクラブフォーラムでは小福
田社会奉仕委員長、川村出席委員長、青﨑会員増強委員長の素
晴らしい発表を報告していただき、ガバナーより絶賛の賞賛を
頂きました。
８月には情報集会を開催。それぞれの班でクラブテーマ「寛
容の精神で友情の絆」について真剣な討議をして頂きました。
又、８月１日には恒例の雄大な桜島を眺め、爽やかな風を頂き
錦江湾クルージングの納涼家族会を開催。とても楽しかったで
す。抽選有り、ごちそう有り、花火も見れて「よか晩」になり
ました。池畠クルージング船長には格別の歓待を頂き感謝申し
上げます。親睦委員会の皆様ご苦労様でした。
10月には最初の東クラブとの合同例会を開催。新任の入佐会
長をはじめ、鹿児島東ロータリアンとの合同例会、にぎやかに
友情の絆を感じる例会、懇親会となりました。又延岡で2730地
区の地区大会が開催され入会間もない中間会員をはじめ19名の
参加者でありました。中間、川路、吉田会員より例会で地区大
会報告をして頂きました。11月２日の例会はレディース例会で
テノール歌手の池田氏にアフタヌーン・カンツォーネを歌って
いただき花を添えていただきました。11月９日の例会では国際
奉仕フォーラムを開催。ＲＡＣ会長キム・ナムス君に「日本に
来て感じたこと、日韓の違い」について素晴らし卓話をして
頂きました。11月には職場訪問例会を開催。橋元職業奉仕委員
長の尽力により新しくなった鹿児島市立病院を見学。ジェイド
ガーデンパレスで例会開催、最新最高設備の高度医療設備やド
クターカーやドクターヘリの設備などガイド説明を受けました。
又、1792回例会には前々日から開催された那覇西ロータリーク

ラブとの高校生交流事業の後、沖縄尚学高校生と樟南高校と那
覇西ロータリーのメンバーをゲストにお迎えし交流事業の成果
を発表していただきました。池畠交流委員長、本坊副交流委員
長には本当にご苦労していただき交流事業を無事かつ大成功裏
に終えましたことに心から敬意を申し上げます。11月15日には
地区プログラムのＩＭに５人参加していただき石﨑会員より報
告していただきました。12月12日には忘年家族会を新装に成っ
た例会場で、85名の参加を頂き和やかに盛大に開催されました。
吉村親睦委員長をはじめ役員の皆様又協賛品を提供していただ
きました各会員に感謝申しあげます。記憶に新しい会長幹事に
よる白鳥の湖のダンスは何故あんな見苦しい理性を失ったこと
をしでかしたんだろうと現在も反省しきりです。幹事にしてや
られました。先週土曜日には小福田社会奉仕委員長のご尽力で
恒例の鹿児島乳児院への慰問訪問が開催されました。子供たち
が毎年サンタのクリスマスプレゼントを心から楽しみにしてい
るイベントであります。随行の会員の皆様ご苦労様でした。模
様はＭＢＣテレビや南日本新聞で報道、紹介されました。又、
小福田委員長の巧みな押しの一手で犬猫カレンダーも完売。皆
様のご協力ありがとうございました。12月７日の例会ではＸ
masコンサートを開催。アンコールが出るなど華やかな例会と
なりました。森園プログラム委員長の方で上期も素晴らしい
プログラムを組んでいただき有難うございました。前迫ロータ
リー情報委員長による学習会も用語解説をはじめ基礎知識が身
につく実りあるすばらしい勉強会になりました。上期は６人の
若き新入会員の誕生です。林、石﨑、川路、中間、加島、志賀
会員それぞれの自己紹介の卓話に例会は活気づきました。ロー
タリアンとして大きく成長していただきクラブの核になってい
ただきたいと期待します。
会員増強については56名でスタート、３人の会員増、純増２
名、59名となりました。目標の62名も射程圏内に入りました。
青﨑会員増強委員長感謝申し上げます。下期もこの調子を堅持
して頑張りましょう。友人に素晴らしい小冊子「ベストフレン
ド」の贈呈で会員増強の種を植えてまいりましょう。ホーム出
席率80％越えは上期６回でした。60％台が何回もありました。
ホーム出席率ＵＰを目指して下期スタートしてまいりたいと思
います。毎週、毎週川村委員長には出席率の報告をしていただ
きありがとうございました。川村委員長の残念ですがで始まる
報告を下期は一回もなくなるよう皆さん努力しましょう。川村
委員長の素敵な笑顔を毎週見たいものです。
高岡委員長はじめ広報雑誌ＩＴ委員会のメンバーの皆さん例
会の記録写真、「友の見どころ」の紹介等ありがとうございま
した。石塚ロータリー財団委員会の皆様、財団、米山への呼び
かけありがとうございました。青少年委員会の田中委員長はじ
めローターアクトの委員の皆様ローターアクトのメンバー育成
に努力していただき大躍進の上期でした。毎週の例会の進行に
努力していただき例会のスムーズムな運営ができましたことに
宮脇ＳＡＡに心から感謝申し上げます。
さて、明年新春合同例会は我がクラブがホストクラブです。
全員参加で市内10クラブのロータリアンの皆様を盛大におもて
なし、歓迎いたしましょう。それでは皆様にとって素晴らしい
新年をご家族で元気にお迎えされますことを心から祈念いたし
まして最後のスピーチとさせていただきます。上期本当にあり
がとうございました。

1/11（月）祝日の為休会
1/18（月）12:30～ 山形屋 7F 社交室
例会プログラム
クラブ協議会 五大奉仕委員長「上期の報告と下期の計画」
６）事務局休暇 12 月 28 日（月）～１月６日（水）
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
委員会報告：社会奉仕委員会 鹿児島乳児院への Xmas 訪問・献血のお願い
卓話：会長 宇都 和治君
幹事：深野木 信君
「会長幹事 上期を終えて」

次 回 例 会

平成28年１月18日（月）
クラブ協議会
「上期の報告と下期の計画」 五大奉仕委員長
出席報告
第1795回例会
前々回（12月７日）の補正

会員数
59名
59名

出席数
40名
52名

出席率
74.07%
91.23%

