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点 鐘     
〔会長挨拶〕倉持政宏会長   

皆さんこんにちは。 

１０日１１日との一泊旅行に参加

下さった方々には、雨の中お

つかれさまでした。また、参加

できなかった方々には、次回

参加されますようお願いしま

す。大変楽しい旅行を企画し

た、福田委員長を初め、親睦委員会の皆様には御礼

申し上げます。 

 本日は、高木会員の卓話という事で、健康につい

てお話をしていただきますが、宜しくお願い致します。 

 さて、本日も税金の話を少しさせていただきます。

皆さんは、生命保険に入っておられますか？相続税に

おいて、遺族が生命保険金を受け取った場合、法定相

続人数掛ける五百万円まで税金がかかりません。た

だ、終身保険をかけている方は良いのですが、一定

の年齢になると、保険に入る事ができません。また、

持病をお持ちの方や病気を患った方も入る事ができ

ない時があります。私も過去に病気を患い、保険に入

る事ができませんでした。しかし、先日一時払いの終

身生命保険に入る事ができました。これは、ご存知の

方や既に加入されておられる方もいらっしゃると思い

ますが、９０歳または８０歳未満の方はどなたでも保険

に入る事ができます。そして万が一相続が発生した

時は先程お話しした非課税の恩恵を受ける事ができ

ます。もし、諸条件の理由で保険に加入できない方は、

子供さん方のためにこの保険に入られる事を検討さ

れたら如何でしょうか。その

事をお勧めして、会長挨拶と

させていただきます。それで

は、高木会員には卓話を宜し

くお願い致します。 

 

〔幹事報告〕  

◎例会案内  

月 日 例会 卓 話 会 場 

4 20 
通常 

例会 

研修委員会「職業奉仕について」 担当：木村 会員 

4 月誕生祝…大島修一会員、和田義雄会員、 

服部智也会員、野原宏会員、鈴木逸郎会員 

三高サロン 

12:00～食事 

12:30～点鐘 

4 月 27 日（木）  ＊ 例 会・休 み ＊ 

   

◎2017 年地区研修・協議会のご案内：  

＜日時＞ 4月 21 日（金）  

受付 9:30～ 点鐘 10:20～  

＜会場＞ 大宮ソニックシティ  

＊各委員長の出 席を お願いします。 委員 長

が出席で きない場 合 は、代理 の方をお 願

いします。  

◎合同研修会のご案内：  

＜日時＞ 4月 26 日（水）  

受付 10:50～ 研修会 11:00～12：45  

＜会場＞ 東京ベイコート倶楽部 

＜講師＞ パストＲＩ会長 田中作治様 

パストガバナー 中村靖治様  

〔委員会報告〕  

◎財団・ポリオ委員会  伴  光治会員  

  ポリオ募金箱   10,492 円（4/13 現在） ご協力お願いいたします 

◎親睦委員会  福田喜美夫会員

親睦ゴルフのご案内：  ＜日程＞ 平成 29年 4月 27 日(木) 

＜場所＞ 東松苑ゴルフ倶楽部 9：08スタート 
＊参加者の方には、後日、詳細をご案内いたします。

久喜ロータリークラブ週報 

 

 

2017 年 4 月 13 日（木） 

2125 回例会 №36 

例会日：毎週木曜日 12：30～13：30 

例会場：三高サロン 久喜市久喜中央 4-９-８３ 

 事務局：久喜市久喜中央 1-5-32 ツジヤビル 3F 

会長  倉持政宏  幹事 天野正幸 

会報委員  黒須久雄・正倉勝治・加藤久雄 

関勝四郎・鈴木逸郎 

 

2016－17 年度 R I テーマ 

人 類 に 奉 仕 す る ロ ー タ リ ー  
“ROTARY SERVING HUMANITY” 

国際ロータリー 

会長 ジョン F・ジャーム  

 第 2770 地区 

ガバナー 浅水 尚伸 

例会 会場 三高サロン 
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〔卓話〕  卓話 『健康診断の目的と意義』   高木 学 会員 

 

 今日は健康診断について

お話しますが、国民健康保険

に加入している方を対象に

行われている「特定健診」の

内容に沿ってお話します。

「特定健診」はまだ高血圧や

糖尿病といった生活習慣病

になっていない方のうち、将来生活習慣病に進み治

療が必要になる可能性の強い方を早期に発見し生活

指導を行うことにより、生活習慣病にならないように

することを目的とした健診です。従って全てを検査す

る「人間ドック」とは異なり、癌などの検査は含まれて

おりません。市町村で行っているがん検診（胃がん、

肺がん、大腸がん、前立腺がん、子宮がん・乳がん）も

合わせて受ける必要があります。 

 まず、身長・体重・腹囲を測ります。身長・体重から肥

満度の目安となる BMI を算定します。BMI は体重（kg）

÷身長(m)÷身長(m)で計算します。18.5 以下はやせ、

18.5～25 が普通体重、25 以上は肥満となります。こ

の健診では腹囲が最も重要視され、メタボの判定基

準では腹囲が男性で 85cm以下、女性で 90cm以下の

方は指導対象になりません。腹囲＝皮下脂肪の量と

いう解釈になります。 

 次に血圧を測ります。収縮期圧 130 以下かつ拡張

期圧 85 以下が正常血圧で収縮期圧 140 以上または

拡張期圧 90以上を高血圧として、その間は正常高値

血圧と表現します。糖尿病などのある方は 130/85 以

下を目標とします。高血圧を放置すると、心臓に圧的

負担がかかり心肥大に、また血管が傷んで心筋梗塞

や脳梗塞になり易くなり、また腎臓の血流が減り腎臓

病から腎不全（透析治療）になる危険性が高まります。 

血中脂質は中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレ

ステロールがあります。食べた脂肪は中性脂肪とコレ

ステロールに分解されますが、体質的に中性脂肪が

上がりやすい方とコレステロールが上がりやすい方

がいます。HDL コレステロールは善玉コレステロール

で血管のつまりを改善するコレステロールです。

40mg/dl 以下の方は青身の魚（アジ、イワシ等）を多く

食べて下さい。高脂血症を放置すると、高血圧、心筋

梗塞、脳梗塞に加えて脂肪肝の危険性があります。 

 HbA1c（ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝｴｰﾜﾝｼｰ）は糖尿病の検査です。空

腹時血糖検査では、食後のインスリン分泌不全型の糖

尿病は診断出来ないこともありますので、HbA1c値が

重要視されます。 

5.6%を超えると糖尿病になる危険性が高くなり、

6.5%以上は糖尿病で食事カロリー制限が必要となり

ます。糖尿病はしっかりコントロールしないと網膜症に

よる視力低下、手足の壊死、腎不全をおこします。 

ALT・AST・γGTP の肝機能検査に異常があった場合

は脂肪肝以外の病気も疑われますので、まずは精密

検査を受けて下さい。肝機能の悪い方はアルコール

を控えて下さい。 

尿酸は痛風の原因となりますが、足の痛みがな

くても関節内に尿酸結晶が貯まってきますので、痛風

発作が出た際には症状が重篤になります。痛風発作

が無くても腎臓に障害を起こすことがありますので、

常に 7mg/dl 以下に保つ必要があります。 

クレアチニンは腎臓の検査です。腎臓は血液内の

不要な物質を尿内へ排泄するための漉し器の働きを

します。その漉し器を通る血液の

量が減ると有害な物質が排泄出

来なくなり腎不全となります。そ

の血流量を最も反映するのがクレ

アチニンです。この正常値は大体

1.3mg/dl 以下ですが、高齢者ほど

危険度が増しますので、年齢を考

慮した eGFR 値という数字で評価します。eGFR は 40

歳未満は 60 未満で、40 歳以上は 50 未満で専門医

受診が必要となりますが、蛋白尿を伴う場合はそれ

以上でも受診が必要となります。メタボ健診の対象と

なる高血圧症、高脂血症、糖尿病、高尿酸血症のすべ

てが悪化すると腎臓障害となりますので、いずれの

場合も腎臓の検査は大切です。また腎不全で透析治

療が必要となる患者さんの原因で最も多いのが糖尿

病性腎症です。透析治療は大変費用のかかる治療で

すので、健康のためにも、医療費抑制のためにも、生

活習慣病の予防と治療が大切です。 

 
＜3月 16日卓話＞   「学び合いの奨め」 研修委員長 鈴木 弘道 

 

  先般 お知らせしまし

た通り倉持年度の研修事業

として本日を初日として6月

１５日まで計 5 回にわたって

行います。久しく学校スタイ

ルの勉強会らしい勉強会がありませんでしたので、

講義を聴くというよりもお互いに学び合うという

「共学＝ともに学ぶ」スタイルがいいのかなと考え、

毎回それぞれのテーマの部門委員長さんに講師を

お願いしました。講師の委員長さんには日ごろの学

びの整理・まとめとなり、聞き手のみなさんには、や

はりそうかという確認となることを願っています。 

  そうは言っても 30分お話をするわけですから、 

それなりに原稿を用意した方がよろしいかと思い

ます。それは、やはり講師としてみなさんを前に壇

上に上がってお話をするですからそれなりの内容
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が求められます。内容のネタ＝材料は、これまでの

地区でのセミナーをはじめ、ロータリーの友、マイ・

フレンド、ロータリーの基礎知識、手続要覧（ロータリ

アンの手引き）、地区委員会への出向などを通して

仕入れることが出来ます。 

 研修という型にはまった形ではなく、日ごろから会

員同士でのロータリー談義が盛り上がることを期

待しています。 

 私は、ロータリーを必要としているのか、ロータリー

は私を必要としているのか。 

 問い直してみてはいかがでしょうか。 

   ～今後の日程とテーマ～ 

    4月 20日（木）例会日 職業奉仕について 木村職業奉仕委員長 

    6 月 １ 日（木）例会日  地区＆ＲＩについて 田村亮夫パストガバナー 

    6 月 15日（木）例会日  青少年奉仕について 松永青少年奉仕委員長 

                                                                                                                               

〔スマイル報告〕  

SAA 新井  博  会員  

 

 

〔出席報告〕   

 

 
 
                          例会のご参加お待ちしています！  

点鐘  

 

 
第 14 回・久喜 RC 2016-17 年度理事役員会    2017 年 4 月 6 日（木） 

 
議 題 

１． 各部門委員長（所属委員会行事）報告 
・中山副会長…次年度の人事も固まってきました。 

PETS に参加してきました。 
・進藤委員長…入会勧誘、アプローチ 

２． 次年度家庭集会の日程  
・5 月 8 日（月）・9 日（火）18 時～ 会場：大浜 

３． 5 月・6 月 例会プログラムについて 
月 日 通算例会数 例  会 備  考 

5 

4 ＊ 休会 ＊みどりの日 理事役員会 

 

25 日：誕生祝 

 

28 日：久喜市 

ゴミゼロ運動 

11 2129 

会社訪問・久喜葬祭社  

12:00～食事・旬花 

12:30～会社説明・見学 

18 2130 久喜北陽高校韓国交換学生帰国報告 

25 2131 夜間例会（18:00～田口屋） 

☆福田喜美夫会員： 無事、親睦旅行行ってまいりました 

☆伴 光治 会員： 2 日間、妻共々大変お世話になりました 

☆平沢 道男会員： 久喜市菖蒲ゴルフ大会でハンディに恵まれ優勝 

☆正倉会勝治会員： 本日もよろしく ☆松崎 宏 会員： 欠席のおわび 

☆高木 学ぶ会員： 本日はよろしくお願いします ☆鈴木つね子会員： 本日もよろしく 

☆林  明 会員： 高木会員ありがとうございます ☆野口はやみ会員： 本日もよろしく 

☆冨田 英則会員： 本日は高木さん宜しくお願いします 

☆倉持 政宏会員： 高木会員、本日は宜しくお願いします。  （敬称略・順不同） 

本日の合計 ￥ 30,000    

累 計 ￥ 1035,000  

 定 員 免 除 出 席 M U 欠 席 出席率 

本日出欠 48 8 24 5 11 72.5％ 

ありがとうございました 
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1 2132 卓話：田村パストガバナー 1 日：新旧理事役員会 

10～14 日： 

アトランタ国際大会 

22 日：誕生会 

  

8 2133  

15 2134 卓話：久喜市長 

22 2135 夜間例会（18:00～なごみ） 

29   休会 

7 月 22日 献血 

 

 

代莉です。クラブの皆様お元気ですか。 

私社会人になって一週間になりました。まだ研修で、 

社会人の基本、会社の基本を学んでいます。学校より研修が 

楽しです。でも、毎日朝から出社、夜帰って翌日の準備をして、自分の 

時間が全然ありません。時間的な余裕ができるまで、まだ時間がかかる 

と思います。配属が決められて、アドバイザーと上司の方はすごく優しい方です。何でも丁寧に 

教えてくださいます。皆様ご心配しないで下さい。私は研修を楽しんでいます。 

クラブの方々は、何事にも順調であるようにお祈りします。 

 
 
  

平成 29 年 4 月 10･11 日 
In 横浜・三崎 

車中にて 

寄り道・浜離宮恩師庭園 ランチクルーズ

 

雨の横須賀・軍港めぐり 三崎港 

横浜中華街 
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