
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．例会変更 

   千曲川ＲＣ   7 月 23 日（水）定刻受付あり 

7 月 30 日（水）定刻受付あり 

             8 月 13 日（水）定刻受付なし 

蓼科ＲＣ     7 月 23 日（水）定刻受付あり 

3．週報 

   小諸、佐久コスモス、南佐久ＲＣ 

・例会終了後理事会 

・来週 7 月 22 日（火）例会は定款による休会 

≪本日の配布物≫ 

週報 1236 号、2013～2014 年度会計報告 

 

◆委員会報告   

 ・2013～2014 年度出席・プログラム委員会 

                 橋詰 希望委員長 

   2013～2014 年度年間皆勤賞 （敬称略） 

 黒澤 明男 小林 秋生 

 桑原 邦夫  清水 泰男 

 清水 良英  橋詰 希望 

 矢島 栄一  湯本 敏晴 

 渡辺 文夫  

 

・2013～2014 年度クラブ運営委員会 

             依田 晋一委員長 

  2013～2014 年度会計報告 

・2013～2014 年度 渡辺 頼雄監事 

    2013～2014 年度監査報告 

 

◆ラッキー賞 

   ＮＯ．１０    橋詰 希望君 

◆点鐘 渡辺 文夫 会長 

◆SAA 湯本 敏晴 委員長 

◆ソング 我らの生業 

◆ゲスト 堀内園子様（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑせせらぎ） 

 土屋政紀様（小諸市役所） 

 

【会長挨拶】  渡辺 文夫 会長 

 本日の卓話は高齢者看護学博士の堀内園子先生

です。演題は「元気の脳を保つには」です。特別お願

いを申し上げたお話ですので、会員の皆様、集中し

て聞いて頂きたいと思います。堀内園子先生よろしく

お願いたします。 

本日は卓話がメインですので会長の挨拶は簡単

に致します。 

先週は大型台風に翻弄された一週間でしたが長

野県ではその余波で南木曽町では土石流により四

名が流されて１２歳の男の子が死亡と大きな被害が

発生しました。 

小諸市でも側溝より水が噴き出たのがテレビに出

ましたが、大きな被害もなく事なきを得ましたことは

よかったと思います。 

また 7 月 12 日の祇園のお祭りも大変順調な賑わ

いでしたことは、この上ない喜びです。以上会長の

挨拶です。ありがとうございました。 

 

【幹事報告】  依田 晋一 幹事 

1．中川博司ガバナーより「ＲＹＬＡ」開催案内 

   日時 9 月 27 日（土）28 日（日） 

   場所 飯田市 よし乃亭 

 

次週のプログラム  ： ７月 22 日 定款による休会 

次々週のプログラム： 7 月 29 日  卓話 掛川興太郎会員  

 

 

◆会 長 / 渡辺 文夫    ◆副 会 長 / 渡辺 頼雄 

◆幹 事 / 依田 晋一    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 清水 泰男 

◆例会日/週火曜日 12：30～13：30  ◆例会場/小諸市鶴巻 音羽 

◆事務局/〒384-0025  長野県小諸市相生町 1-2-12 エイワンビル 2 階 

NO．１２３８  平成２６年７月１５日 



 

 ◆ニコ BOX  清水 泰男 委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

【本日のプログラム】     「よりよく年を重ねるために」 ～脳を健やかに保つ暮らしのヒント～ 

 

【講師】  看護学博士  堀内 園子様 

                     

 

                 

              

橋詰 希望君 

堀内先生、ラッキー賞有難うござ

います。また、土屋政紀様、先生

をご紹介頂きまして感謝します。 

前田 博志君 堀内先生、ありがとう 

渡辺 文夫君 
本日の卓話、堀内先生宜しくお

願い致します。 

渡辺 頼雄君 
堀内先生のお話、楽しみに聞か

せて頂きます。 

矢島 英夫君 
イタリアのシチリアから帰ったば

かりでまだ時差ボケです。 

【出席報告】   小山 盛夫委員 

 会員数 出席 M・U 欠席 出席率 

本 日  ７月１５日 ２２名 ２１名 事前２名 １名 95.00％ 

前々回  7 月 １日 ２２名 ２０名 事後０名 ２名 89.47％ 



「よりよく年を重ねるために」 ～脳を健やかに保つ暮らしのヒント～ 

 

年を重ねることは、知識と経験を積み、技を磨くことでありますが、一方で、若い頃とは異なる心身の変化

も起こりやくなります。その中でも記憶力や判断力の低下などが生じる認知症については、みなさまの関心が 

高いのではないでしょうか？ 

本日は「脳を元気に保つ方法」に焦点を当て、みなさまと考えたいと思います。 

認知症とは・・・ 

「病気によって 覚える力、思い出す力、自分のからだを 思い通りに動かす力、表現する力が 

少し ずつ弱っていく状態」です。  

１つの病名ではなく、認知症を引き起こす病気には糖尿病、甲状腺の病気でも生じることがあります。 

■はじめに 

年齢を重ねると高まる脳に関係する病いといえば・・・アルツハイマー病 

（72）秒に 1 人 誰かがアルツハイマー病になっている 1) 

このまま治療法が見つからなければ、2030 年には 33 秒に 1 人、認知症は 7 秒に 1 人といわれている。 

■脳の健康を維持する 3 本の柱 

１の柱．危険因子を生活から取り除く       

２の柱．病気になりにくい「脳力」を鍛える    

３の柱．不安や不調があったら専門家に相談する  

 

１．危険因子を取り除く 

・家庭歴と遺伝因子 ・教育（健康に関する知識、健康を保つ技術）・喫煙  

・過度のアルコール  ・頭部外傷 

  ・炎症とホルモン低下・不足⇒感染症や関節炎などの痛みのサインに注意,更年期の過ごし方  

・うつ状態 ・孤独 ・高血圧 ・高コレステロール  

・その他の健康状態：脱水,低血糖,梅毒,HIV,ビタミン不足など  

 

２．脳力を鍛える⇒脳に良いことを取り入れる 

１）食生活：魚の摂取（週に 2 回は魚を食べる、イワシ・サバ）・緑黄色野菜・大豆製品 

       ビタミン（C,B） 

２）五感を刺激する：特に香りとタッチング, 視力・聴力のメンテナンス 

   ３）センスを磨く：ユーモア、他者を手助けする、幸せを感じる、わくわくする心 

 

３．専門家への相談 

65 歳上の 80％以上の人が認知症に関心を持ち、不安を抱いているにも関わらず、いざ発症

したらどうすればいいか？どこへ相談に行けばいいのか？について知識を得ていたり、積極

的に得ようと行動している人は１割程度。 

外来や受診時に認知症を疑わせる言動が見られた際、積極的に専門医への受診や紹介をしよ

うとする医療職は 3 割に満たない。 

 

引用 1．Alzheimer's Disease Facts and Figures 2007: 

Every 72 seconds someone in America develops Alzheimer's 

 



●暦年齢と生物学的年齢（リアルエイジ）２） 

 

Q1:自分の健康は同年齢の人に比べて・・・・ 

① すばらしいと思う   （-1 歳） 

② まずま ず･普通だと思う（±0 歳） 

③ 劣るように思う    （+3 歳） 

Q2:血圧は・・・ 

① 120/80～96/64 の間（-3 歳） 

②  収縮期血圧が 150 以上（+3 歳） 

Q3:喫煙は・・・ 

① 人生を通じてこれまでタバコを吸った本数は 5 本以下（-3 歳） 

② 禁煙から 5 年以上経過している（-2 歳） 

③ 禁煙から 3 年以上 5 年未満（-1 歳） 

④ 1 日 1 箱のタバコの喫煙歴 20 年未満（＋2 歳） 

⑤ 喫煙歴 20 年以上（＋3 歳） 

Q4:朝食は・・・ 

① 1 週間に 6 日以上とる（0.5 歳） 

② 1 週間に 4～5 日とる（±0） 

③ 1 週間に 0～1 日（＋1 歳） 

Q5：1 日の平均睡眠時間 

① 女性で 6.5～7.4 時間（-1 歳） 

② 男性で 7.5～8.4 時間（-0.5 歳） 

③ 女性で 6.4 時間より少ない（+1 歳） 

④ 男性で 8.4 時間よりも多い（+1.5 歳） 

Q6:身体を動かす（ウォーキングなど）習慣 

① 1 日 90 分以上を 3 年以上（-1.5 歳） 

② 1 日 60 分以上を 3 年以上（0.5 歳） 

③ まったくなにもしていない（+1.5 歳） 

Q7:野菜の摂取量 

① 小皿に 5 杯は毎日食べている（-1 歳） 

② 食べない（+1 歳） 

 

引用２： 

マイケル・F. ロイゼン著、 那波 かおり (翻訳)：リアルエイジ—あなたの本当の年齢を教えます, 

翔泳社 ,1999. 

 

 

 

  

 


