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参院選の後遺症として、その政策が内向的になりや

しないか。民主の政策は果してどうなのか？ この国

の背骨はしっかりしているのか？ 病んでいないの

か？次の選挙が見ものであります。

これまで脳淵ll胞は20才を過ぎる頃より、毎日10万個

ずつ減少し、脳細胞は生まれた後は決して増えないの

で、年をとると「ぼける」のは当り前と言われてきま

した。最近では、何才になっても刺激によって新たな

細胞が生成される事が分ってきました。脳の多くの部

分にある原始細胞が、ある特定の状況でそれが完全に

機能する神経細胞や、グリア細胞と呼ばれる脳細胞へ

と成長していくと見られるようになったのです。この

発見はパーキンソン症やアルツハイマー症の治療に

とっても、自分の知力を向_'二させたいと願う成人すべ

てにとっても、 とても意味深いものです。

人間の脳は生きている限り自発的に活動し続けま

す。専門用語で「オープン・エンド」と言い、脳は

いつまでも完成を迎えることのない、青天井の樅造

をしているのです。だから自分勝手に天井を決めて

しまう郡はもったいない事です。定年を迎えた人達

の多くは、 「もう後は静かに余生を送るだけだ」 「新

しい那は始められない」と考えています。年老いた

から脳が側かないというのは間違いです。年をとっ

たからこそ活動を始める部分も必ず有るのです。脳

は使うほど健康になります。脳は5つの分野の活動

を、定期的に行う事により、知力が高まり、明11llに

なり、敏感になるそうです。

1． メンタル面の訓練をする。

2．肉体的な而でも運動すると脳の能力向上になる。

（肉体的活動の活発な人は、アルツハイマーにかか

るリスクが低い｡）

3．やりがいのある余暇活動を行う。

4．一芸に秀でる。

5．強力な社会的つながりをつくる。

こう考えるとロータリー活動も脳の活性化につなが

るのですね！

矛…禧響…響きようの例会…響緯響繕響鍾、
＃第1191回 平成19年8月7日(火） 乳

陥
§クラブﾌォーラム 3
$ 桜花学園高等学校ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌ活動報告；
柴些『琶塾,侭響侭;塾,辰蓉侭冬,侭琴侭智侭空侭ご壷智屋;空《黄’淫,侭響侭塑-響‘信醗
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-‘漬’塑謬侭智侭答壷智先週の記録侭碧侭智愚答'‘債鰯聖驫’笥勲

§第1190回 平成19年7月31日(火） 晴；
曉淫,侭智侭雲侭智示轌侭雲侭響侭琴侭琴届響侭琴侭謬歸響虎淫,‘債%美,侭琴侭淫腱

囮"奉仕の理想”

圏出席報告

会員 60（55）名 出席 42名

出席率 76.36％

前々回 7月17日（修正出席率） 92.73％

窪8月会員誕生日

伊藤三津子さん（8/12） 伊藤健文君(8/17)

黒野貞夫君 (8/20)

｜水谷幹事報告’
1）新潟県中越沖地震の募金を本日と来週の2回致し

ますのでご協力下さい。

2）ロータリーの友・ガバナー月信が来ておりますの

で、お帰りにお持ち下さい。

へ

|小杉会計委員長報告
理事役員会にて承認され、本日予算沓を配布致しま

したので、よろしく御願いいたします。

|宮尾会長挨拶’
後、 10回で25周年。みなさまのご出席をお願い致し

ます。

参議院選の結果は、ある程度予測できたとはいえ、

あれ程差がつくとは予想外でした。株価も国内外とも

織込み済で一時的下落があったものの、落着いており

ます。人間の行動は良きにつれ、悪しきにつれ振り子

のように極端に振れる事があります。しかしながらそ

の振II嘱は感謝や反省によって次第にその人にとって丁

度良い所、つまり、中心に収束するものです。一般に

言う背骨のある人間です。 ④②⑧⑫、②②④友愛の日ee@@@eCC
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会長ﾃｰﾏ『感謝』 創立25周年記念式典10月16日㈹ 本紙は再生紙を使附しております，



『=一…言=…一…－＝第1回会長挨拶よ‘ル………………誉。可＃昭和57年8月16日（月）晴 9月25, 26日には地区最大の行事の年次大会、

:囮水野民也会長挨拶 10月5日にはﾁｬｰﾀｰﾅｲﾄのための家族会等1
1例会を開くにあたり棚煎ﾊﾅｰ~余語特別代表 出席こ…を理鮴る鍬の武鶴です｡ ≦ ！
‘ 千種ロータリークラブの仮クラブとして第1回の が計画され実施せねばなりません。

＃を始め、関係各位をビジターとしてお迎え出来まし の様な行事の連続は今暫らくです。頑張って頂きj
Oた事を厚く御礼申し上げます。 度い･ ＃
9 余語先生に取りあげて頂いた新生児の産声が今出 出席について一寸申し上げますと、 ＄

鶴蝋自淵鼎豐雛跳壗雪 10脚愚剃ﾐ惹篤灘漁"麗繍;
i自分から歩む顎を学ばねばなりません｡頑張って－ を続け､毎年の年次大会で表彰を受けられておりま！
＄ 日も早くロータリアンとして恥じないロータリーク す。メイクアップの方法もあります。絶対とは申し＄

;舗も出され､…認状が10月19日のﾁｬ-'- 識…-PIJ-ｸﾗﾌ憾第26雌で鵬醤目で；
＃ ラブを皆んなで創ろうではありませんか．RI~への ませんが実現したいものです。

＄ナイトまでには来るでしょう。 す。愛知県では56番目、名古屋では14番目になりまり
＃ 今日は26名でした。チャーターまでには35名～40 す。一番新しいユニークなクラブにしようではあり ＄
＃名位の会員になって頂きたい。 ませんか。 ；
＄ 無理をして数を揃える必要もありませんが､資金そ 最後になりましたが、設立までの間に松居君が幹1
1の他から見ても必要な会員数ではないかと思います。 事候補として本当によくやって頂きました。身内で●
； 8月21日にはﾌｧｲﾔｰｻｲﾄﾐｰﾃｨﾝｸを、 はございますが厚く御礼申し上げます｡今後もよるI
＃ 9月6日には14ロータリークラブの新会員の教育、 しくお願い致します。 ＄
4＝＝一一垂一………一…＝＝><･こ妻<､E一一画一く＝･一エー…画>－＝唾>….>＝.><種><･…><・……‐一一…＝>一＝豆ﾝ……4
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； （7月31日分） 油田 弘佑 足立 一郎
ﾐ池森 由幸 江口 武史 萩原喜代子
§ 日本臨床矯正歯科医会の前会長 伊豫田博明 加藤重雄
<として台湾矯正歯科学会で招待講 川端 圭 川浦 忠

ﾐ漬を行なって参りました家内と 小林 明 紺矢 寛朗
；共演で一時間話してきました大 小杉 啓彰 小山 雅弘
ミロ先生にもご協力を頂きましてあ 久野 峯一 黒須アイ子
ミリがとうございました 前元 克也 牧野登志子
〈大川 勝平 柵木 充明 松居 敬二

2 8月の例会は全て欠席させて項 三好 親 水谷 祥督
；きます旅・旅の連続です 大口 弘和佐野 寛
ミ山本 眞輔 澤田 淳治 鈴木 理之
； 渡邊先生お世話になりありがと 竹内 眞三 谷口 優
ミうございました 舎人 経昭 和田 正敏
<

＞ （7月24日分） 後藤 滋巳
ﾐ東名古屋分区ｶﾊﾅｰ補佐佐藤正延君 暑いですね
ミ 本日はお世話になります 鈴木 正男
§堀江宏輝 前回早退の二コを忘れましたので
ミ ホームクラブご無沙汰しました 油田 弘佑 足立 一郎
；宮尾 紘司 浅井 誠寿 江口 武史
ミ 本年度最初の理事会です 萩原喜代子 服部 正夫
＞よろしく御願いします 林 正路 池森 由幸
ﾐ水谷 祥督 伊豫田博明 樫尾 富ニ
ミ 名古屋場所鴫戸部屋25日千葉に 加藤 重雄 川端 圭
§帰ります無事終了しますあり 川浦 忠 小林 明
ミがとう 紺矢 寛朗 小杉 啓彰
く

§ （7月17日分） 池森 由幸 伊藤健文
ﾐ川端 圭 伊豫田博明 川浦 忠
§ 三好CCで大雨にも負けずゴルフ 小林 明 紺矢 寛朗
ミを頑張りましたらダブルペリアで 小杉 啓彰 黒須アイ子

ﾐ優勝させて頂きましたありがと 前元 克也 牧野登志子
く うございました松楓閻さんの夜 松居 敬二 宮尾 紘司

ミの天ぷらがとてもおいしいでした 三好 親村瀬 和彦
；油田 弘佑 足立 一郎 西川 豊長 岡田 雅俊
ミ江口 武史 萩原喜代子 奥村 彰司 大口 弘和

蠅凱雰毒､~蕊､~､ﾊ襄鼠…主1人壁協臨灸篦搦
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吉田 節美 吉田 玄ミ
今年度第1回の友愛の日です；

皆さん楽しく歓談しましょう ＞
＞

宮尾 紘司 ＞

やっと一ヶ月過ぎましたこれミ
からもよろしく 1 く

<
伊藤健文 〈

<
会員誕生日祝い 〈

服部 正夫 鈴木 正男；
山本英次 》

＞

夫人誕生日祝い 〉
〉

｛
､

小山 雅弘 黒須アイ子ミ
前元 克也 松居 敬二§

三好 親 村瀬 和彦ミ
西川 豊長 岡田 雅俊§

佐久間良治 佐野 寛ミ

: 蕊震
ます ＞

；
、

佐野 寛 笹野 義春；
鈴木 正男 鈴木 理之ミ
竹内 眞三 谷口 優》

舎人 経昭 和田 正敏；
吉田 節美 、<
新潟の被災地の皆さん頑張って；
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’|次回例会 平成'9年8月2'日(火） 名古屋名城ローターアクトクラブ合同例会 午後6時30分
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