
□ソング：国歌・奉仕の理想

□会員誕生日 ･･･吉岡、小坂

□配偶者誕生日･･･下山、市川、福本

□事業所創立 ･･･福本

□年賀状･･･円山、佐藤、川本、小坂、市川、宮本、

藤中、金澤、福本、梶谷、大田、荒谷、中川、

吉本、堀越、本庄、土居、佐渡、鴨宮、吉岡、

久藤、大森、下山、小田

□特別スマイル

・宝の息子が結婚いたしました。身も心も空っぽ、

今抜け殻です。電報有難うございました。

（吉本きよ子）

・年男の記念品を有難うございました。今年も元

気で頑張ります。 （佐渡文武）

幹事 久藤 孝仁

・4クラブ合同例会開催の御案内 三原ＲＣ

日 時 平成25年3月5日(火)

場 所 三原国際ホテル

登録料 8,000円

・例会終了後、理事役員会を開催致します。

＜回覧＞ロードレース大会出欠

１月お誕生日を代表して吉岡

会員よりお礼の言葉が述べら

れました。

会長 荒谷 隆文

皆さんこんにちは。去る1月12日に竹原青年会議所

の新年互礼会に出席して参りました。小坂市長を

はじめ各界の代表者、ＪＣ卒業会員参加で盛大に

開催されました。

遠部新理事長の所信表明は、この竹原で明るい豊

かな社会作りに若い力を結集しようと呼びかけて

おりました。私も折角の機会でございましたので、

ＪＣの皆さんと名刺交換をしてロータリーの広報

に努めて参りました。

さて、今月はロータリー理解推進月間です。

田中作治ＲＩ会長はメッセージの中で、ロータリー

バッチをいつも貴方の襟に必ず着ける様にして欲

しいとのことです。これはロータリアンの自覚を

促すもので、これを着ける事でロータリーについ

ての質問を受けたとき即座に明確に答えられる用

意をしておくことが大切で、我々もロータリーの

広報、会員勧誘の為にも、しっかりロータリーを

理解していきたいと思います。

また今回「The Object of Rotary」の日本語訳が

「ロータリーの綱領」から「ロータリーの目的」

と改正され、第41回ロータリー研究会から発表さ
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四つのテスト

1.真実かどうか

2.みんなに公平か

3.好意と友情を深めるか

4.みんなのために

なるかどうか



れました。内容も現代的な表現に改訂され、ロータ

リーの友1月号に掲載されておりますので、皆さん

もご確認お願い致します。

いよいよ今日から各委員会の活動が始まりますが、

先ずは毎例会を気持ちよくして、大いに親睦を深め

る中で、委員会の活動に集中して頂きたいと思いま

す。今年もどうぞ宜しくお願い致します。

奉仕プロジェクト委員長 土居 敏昭

例会前に奉仕プロジェクト委員会を開催し、2月3日

(日)ロードレース大会への参加について協議しまし

た。多くの皆様の参加をお願い致します。集合時間

は昨年同様8時30分でお願い致します。

「ジャム原料の特長と効能について」

会員 小田 邦治

本日は、「ジャム原料の特長

と効能」についてお話をした

いと思います。

一言でジャムと申しましても、

現在お客様のニーズにより様々

な製品を揃えております。例

えば糖度を取ってみても高糖

度、中糖度、低糖度などあり、ましてや、砂糖不使

用のもの、カロリーを抑えたもの等、様々な種類の

ジャムを製造しております。

その中で、ブルーベリージャムの原料であります、

ブルーベリーについてお話したいと思います。

現在、当社の家庭用ジャムの生産量のうち約２０％

がブルーベリージャムであります。ブルーベリーは

ツツジ科に分類される北米原産の低木性果樹であり

ます。その果実がブルーになり収穫されることから、

ブルーベリーと呼ばれています。ブルーベリーは、

20世紀初頭から改良がすすめられた果実でブルーベ

リージャムが店頭に並んだのは、1970年代後半から

であります。成熟した果実は濃い青色になりますが、

これはアントシアニン色素と呼ばれ、水溶性の色素

であります。このアントシアニン色素が、眼によい

効果があると 近注目を浴びています。

ことの起こりは、第二次世界大戦中に始まります。

あるイギリス空軍のパイロットが、ブルーベリージャ

ムが大好物で、毎日ブルーベリージャムをパンにたっ

ぷりつけて食べていました。そのパイロットが夜間

飛行、明け方の攻撃で「薄明かりの中で物がはっき

り見えた」と証言したのです。その話からイタリア、

フランスの学者が研究を開始した結果、野生種のブ

ルーベリーのアントシアニン色素が、人間の眼の働

きをよくする効能があることがわかったのです。人

間の網膜には、ロドプシンという紫色の色素体があ

り、このロドプシンが光の刺激を脳に伝え「物が見

える」と感じているわけです。ところが、眼をつかっ

ているとロドプシンは徐々に分解されますし、年を

とることによってだんだん減少していくこともわか

りました。研究の結果、アントシアニン色素を摂取

すると、このロドプシンの再合成作用が活性化され

ることが判明したのです。つまりアントシアニン色

素によりロドプシンの再合成が活発になれば、眼の

疲労がとれ、視野がぐっと広がり、夜間でも暗闇に

目が慣れる時間が著しく早くなるという効果が現れ

てくるわけです。

その後も研究は進み、アントシアニン色素を摂取後、

４時間後に効果が現れ、24時間持続することが確認

されています。副作用も全くなく天然果実に含まれ

る色素ですから安全なわけです。会社や学校でのコ

ンピュータやＯＡ機器の導入やＴＶゲームの普及、

勤務時間の変化、夜間の長距離運転による目の酷使

など、現代のさまざまな眼精疲労に有効で網膜の機

能性低下や白内障を防ぎ、糖尿病が原因の眼の病気

予防にも役立ちます。

ヨーロッパでは、多くの研究、臨床試験が重ねられ、

1976年イタリアで初めて医薬品として製造されまし

た。その後もニュージーランド、韓国など多くの国

で色素を抽出した粉末や錠剤が、医薬品として広く

利用されています。

ブルーベリーが人間の眼に効くという以外に、強力

な抗酸化作用があることが注目されています。ガン

や脳卒中など、成人病の発病、あるいは老化やさま

ざまな症状には、かなりの割合で活性酸素が関与し

ているといわれます。この過剰に発生した有害な活

性酸素を抑える働き（抗酸化作用）、または活性酸

素を消去する作用を、ブルーベリーのアントシアニ

ン色素が強力に持っていることが実証されたのです。

この色素の抗酸化性を、ビタミンＥ、お茶のタンニ

ンなどと比較した 近の研究の結果、ブルーベリー

のアントシアニン色素は、これらに匹敵するか、ま

たは上回る強い活性があることがわかりました。米

国農務省に属する栄養研究所の発表によると、米国

産の４３種類の果実と野菜の抗酸化作用を比較した

ところ、ブルーベリーが 高値を示したことが証明

されました。活性酸素と深い関わりのある疾患、た

とえばガンや自己免疫疾患、心臓血管系疾患などの

予防、改善、または老化防止などに有効であると期

待されています。

また、アントシアニン色素は、人体のコラーゲン

（組織を維持する体内のタンパク質）を基礎とした

結合組織、たとえば軟骨部や靭帯、腱（ともに筋肉

と骨とを結びつける組織）などを強化する働きがあ

ります。それに加えて炎症が起こっている結合部で

コラーゲンを破壊する酵素（体内での化学変化を促

進する物質）を阻害してコラーゲンの合成を促進す

るので、傷の回復を早める役割もあります。そのう

え筋肉をリラックスさせる作用があって、月経時の



痛みや、不快感の軽減にも役立つとされています。

女性の悩みを解消する秘薬ともいえるでしょう。さ

らに、このアントシアニン色素には、ビタミンＰの

ような作用があるといわれています。ビタミンＰは

毛細血管の抵抗性を高め、毛細血管から血がにじみ

出る性質、すなわち毛細血管透過性を抑制する作用

があることが知られています。

毛細血管を強化することにより、脳内での血管の損

傷を防いでいるのです。加えて血液の成分の一つで

ある血小板が凝固することを抑制するので、血液を

さらさらにして、血管の老化や循環障害を改善して

くれます。

この他、ブルーベリーの果実成分の中で注目すべき

は、食物繊維の量が極めて多いことです。そもそも

果実は食物繊維を多く含んでいるのですが、中でも

多いと言われているキウイフルーツやバナナをはる

かに上回る果実中 高の食物繊維を含んでいるのが

ブルーベリーなのです。食物繊維を多く摂取するこ

とは、整腸作用、便秘解消に有効であり、したがっ

て大腸ガンの予防にもなるのです。

まだまだ効能があるのですが、時間の都合もありま

すので今日はこれで終わりたいと思います。本日は

誠にありがとうございました。

会員 下山 生修

昨年末で72歳を迎えることが

出来ました。

散々の年でしたが、今年は何

としても良い年であれと願っ

ております。

私が40年お世話になった証券

の世界がいつもとは違います。

そこで少し触れてみたいと思います。

証券の世界に「もうは、まだなり」という諺があり

ます。つまり、これはここまで市況が戻ればもう売

り時だというのは間違いで、まだまだ上昇するとい

う意味です。

昨年末の解散以来、自民党圧勝の中、アベノミクス

が走り出し、株式、為替の世界が様変わりになりつ

つあります。これにアメリカのシェール革命が追い

風になりつつあります。日本経済が反転上昇したわ

けではなく、自民党政府への期待も含めて、正に仮

需要で株高、円安を呈しているわけです。この「仮

需要」が実需に変われば本格的反転上昇に移るので

す。安倍政権はマニフェストを実行せざるを得ませ

ん。民主党の二の舞には御免被るでしょう。

つまり、実需が伴えれば、市況は回復上昇するでしょ

う。即ち、市況は先行を予想した動きに転ずるとい

うことであります。

従って「もうは、まだなり」ということなんです。

あわてて安値で売り急がないことです。有難うござ

いました。

会員 梶谷 寛康

何をお話していいか戸惑って

おりますが、私は今年度出席

委員長を仰せつかっておりま

すので出席委員長の立場とし

て少し考えをお話させて頂き

ます。

出席率は今月のガバナー月信

を見てみますと、90％をかろうじて竹原は維持して

いる次第です。感じとしては、段々と出席率が下がっ

ているように思います。この場で皆様にお願い致し

ます、是非とも出席率の向上にご協力をお願い致し

ます。常日頃思っておりますが、毎年家庭集会が各

班に分かれて開催されます。今年も例年通りあると

思いますが、各班に所属され家庭集会へ出席される

ように努力されると思いますが、当日諸事情で出席

できない場合もあろうかと思います。その時には、

是非とも他の班に出席参加をしていただいたらと思

いますが、如何でしょうか。ご提案を申し上げ、出

席委員長としての卓話とさせて頂きます。有難うご

ざいました。

会員 小坂 啓子

本日はお祝いを頂きまして

誠に有難うございます。ちょ

うど還暦という節目に声を

かけて頂いて二年が経ちま

した。お陰様で生き甲斐と

いう芽がふくらんできたよ

うな、そんな思いをしてい

るところです。ご縁というものを本当に有難く思っ

ております。本年もどうぞ宜しくお願い致します。

読まれた方もいらっしゃるかと思いますが、中村メ

イコさんの「隠居のこころ」と題してＰＨＰに掲載

されていましたことが心に留まりましたので、かい

つまんで紹介させて頂きます。

『二歳半の時から女優業を初めて七十余年。私は病

気で仕事を休んだことは一度もありません。そんな

私ですが、さすがに七十の声を聞いた辺りから老い

を感じるようになりました。体力の衰えを感じたり、

頭の回転も悪くなってきた。それは、とても正常な

老いなのだと思います。「さて、そろそろ私も隠居

の身になるか」と考えたものです。「隠居」という

言葉。どこか消極的な印象を持つかもしれませんが、

とんでもない。「隠居」という言葉の中には、日本

人ならではの美しい心根が隠されているのです。

子育てをしながら家事をこなし、おまけに女優業も

続けていた。目が回るような毎日でした。そんな私

に、同居をしている神津の母（姑）は言いました。

「私はもう隠居の身ですから、家事や子育ては手伝

うことが出来ませんよ」と。そこで私は、自分の母

親に甘えることにしたのです。「神津のお母さんは、

隠居の身だからと言って何も手伝ってくれないのよ。



ママちょっと手伝いにきてくれない」。私がそう言

うと、母親の表情が変わりました。普段は友達のよ

うな関係なのに、このときばかりはキッパリとした

返事が返ってきたのです。「何を言ってるの。神津

のお母様は、あの時代に五人もの子供を立派に育て

た人よ。あなたのやることなすことに、手を出した

くて仕方がないのよ。でも手を出せばあなたがやり

にくくなるから、隠居の身ですからと言って、すっ

と引いて下さっているの。そんな素敵なお母様がい

るところに、実家の母親がのこのこと出かけられる

と思う？私はそんなみっともない母親になどなりた

くありません」私は今もその母の言葉を忘れません。

母親としての精一杯の遺言。それを遺してくれたの

だと思います。「隠居」というのは、年寄りとして

の一つのけじめだと思います。いつまでも若い人を

相手にでしゃばってはいけない。たとえ手伝える力

が残っていたとしても、手伝いたい気持ちがあった

としても、「もう自分は隠居の身だから」とすっと

引くこと。若い人の力を信じて、傍で見守ってやる

こと。それが、年寄りとしての美しさだと思います。

子供達が独立して家庭をもつ。孫にも会いたいし、

何か手伝ってやりたいと思う。そんな気持ちを抑え

て、そよ風程度に顔を出せばいい。それもまた、

「終いじたく」のひとつではないでしょうか。

わが子に残したい遺言、それは、生あるときに言葉

で伝えていくことだと私は思っています。父が亡く

なる少し前に、私を呼んで言いました。「僕は君に

大したことをしてやれなかった。残してやれるもの

もない。でも、あなたの父親は酷い人でした、とか、

あなたの父親は嫌な人でした、そう言う人は一人も

いない。それだけは君に約束できる。僕たち夫婦は

そうして生きてきた」と。父の言葉が深く胸に残り

ました。そして私もそんなふうに生きたいと、心か

ら思ったものです。自分は何を遺すのか。子供たち

に何を遺してやれるのか。それは、きっと形あるも

のではないと思う。自分はこういうふうに生きてき

た。美しく真っ直ぐな人生を歩いてきた。そういう

誇りを遺していくことこそが、親の務めではないか

と思います。「終いじたく」を整えながら、自分の

来た道を振り返ってみる。齢を重ねるとはそういう

ことなのかもしれません。若い頃には、「寂しさ」

など感じる暇はありません。走り続けるなかに、

「静けさ」は見つけることは出来ません。でも歳を

とってくれば、そのほろ苦い寂しさを味わうことが

出来る。「寂しさもまたオツなものじゃない」と思

えることが、歳の功でもあるのです。独りをしみじ

みと感じることもまた、「終いじたく」なのかもし

れません。でも、たった独りになったとしても、そ

れはけっして「孤独」ではないと私は思います。部

屋の中にたった独りでいても、心の中には沢山の思

い出たちが遊んでいる。部屋の中はいつも賑やかな

のですよ。』

と書かれてありました。歳を重ねての美しい生き方

を教わったように思えました。

一度しかない人生を楽しく自分らしく実あるものに

し、そして、子供孫達に折にふれては語ってもらえ

れば、生きてきた 高の証だと思います。そのよう

になるためにも、自分自身の目標に向って邁進し、

他の人を幸せにするお手伝いが出来るように努力し

ていきたいと思っております。

果たして何を残すことが出来るか。そう考えると、

有意義で楽しい日々が送れそうです。これも皆様の

お蔭と思っております。今年もより一層ご指導を頂

きますようどうぞ宜しくお願い致します。

□日 時 平成25年1月17日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 9名

□議 題

①川﨑俊和氏藍綬褒章記念祝賀会の件 承認

会費 10,000円

②忘年家族例会決算の件 承認

③竹原ロードレースぜんざいサービスの件 承認

日 時 平成25年2月3日(日)

集 合 8:30

餅米 北条様より2斗、中川会員より2斗寄贈

④Ｇ9ＩＭの件 承認

日 時 平成25年2月17日(日)

場 所 因島市民会館、芸予文化情報センター

登録料 クラブ会員数×2,000円

参加者数×8,000円

交通手段 バス

⑤大之木精二ガバナーへ記念品の件 1万円 承認

⑥第5期RLI-2710分科会研修パート1の件 承認

日 時 平成25年2月10日(日)

場 所 広島都市学園大学

登録料 8,000円

出席者 夜船副会長、久藤幹事

⑦退会届の件 小田邦治会員 1月29日付 承認

⑧宮本会員所属委員会の件 承認

クラブ管理（親睦)

⑨竹原青年会議所新春互礼会の件 承認

⑩台湾羅東扶輪社へのお土産の件 承認

⑪外部卓話の件 承認

日 時 平成25年1月31日(木)

竹原市教育委員会教育長 竹下 昌憲様

⑫事務所移転実行委員会設置の件 承認

⑬家庭集会の件 2月上旬までに開催 承認

⑭中間決算の件 承認

⑮4クラブ合同例会の件 承認

日 時 平成25年3月5日(火)

場 所 三原国際ホテル

交 通 各自集合（交通費自己負担）

総員３５名 出席２６名 メーク ４名

欠席 ３名 免除 ２名 出席率91.4％


