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で、実はこんな挨拶文を考えてきておりました。
「この土手でつつじ例会を開催できることを大
変喜んでおります。２０１５〜２０１６年疋野
会長時、雨。２年戻って２０１３〜２０１４年
寺戸会長時、雨。
（私が委員長で雨）
。更に２年

会 長 挨 拶

戻って２０１１〜２０１２年杉山会長時（代打

会長 植松 昌美君

伊藤副会長）
、晴れ。実に６年ぶりではないで

天候の関係で、例会場を変更する旨を昨日ご連

すか」との挨拶にしようと思っておりました。

絡しました。既に安部川では雨が降りだしたそ

つまり入会６年未満のメンバーは、本日晴れて

うです。私自身は晴れを望んでおりましたの

いれば初めてつつじ例会を味わえるということ

でした。寺戸会長時に環境保全委員長を務めま

曜日に１日ずらした結果、このような天気と

したので、晴れていれば恩返しができたかなと

なってしまいました。準備の過程で大先輩の

思いましたが、２０１７〜２０１８年植松会

方々のご苦労がよく分りました。私を含め、新

長時も雨でした。来年はケヤキ例会ですので、

しく入会された皆さんには大先輩に思いを馳せ

２０１９〜２０２０年度に８年ぶりの晴れたつ

ていただき、また時間があれば現場を訪れてい

つじ例会を期待します。今週も元気でお過ごし

ただければと思います。ただ、月曜日はお休み

ください。

なのでご注意下さい。この後、福地先生につつ
じ例会の歴史・由来をご説明いただきます。本
日はよろしくお願いします。
つつじ例会の歴史、由来
福地 益人君
私がロータリークラブに入会
した時にはつつじ例会は既に
始まっていましたので、その
事

業 説 明

環境保全委員会委員長 中村 亮介君

経緯はよく分りませんが、静
岡ＲＣ発足時から恐らく環境保全委員会のよう

昨年７月に委員長を拝命して

な会があったのではないかと思います。高野啓

以来、環境保全委員会は何を

作先生が環境保全委員会の委員長をされてい

するのかを前委員長の坂上さ

て、何かをやらねばとの考えから、今つつじが

んにお伺いしましたが、まず

植えてある場所につつじを植えたらどうかと考

つつじ例会に全力で取組むこと、とのことでし

えたと思われます。その場所は、写真にもあり

た。大先輩の皆さんが汗をかきながら駿府城公

ますように、灌木が一杯で自然というよりジャ

園の土手にしっかりつつじを植えられました。

ングルのような場所でした。その正面に静岡刑

私も何度もその場所に足を運びましたが、きれ

務所の壁がありました。そこにつつじを植えよ

いに整備され、碑も静岡ＲＣによる植栽が分る

うとの考えが静岡ＲＣの皆さんから出てきたと

ようになっています。この６年間現地で例会が

思われます。ただ、
今考えますと無謀な計画だっ

開催できず、本日を大変楽しみにしておりまし

たと思います。石垣が崩れた場所は土手ではな

たが、残念ながら本日は雨となってしまいまし

く崖でした。本来、つつじは崖では育ちませ

た。従来、つつじ例会も月曜日に開催しており

ん。土壌が湿った場所でないと育ちません。つ

ましたが、隣のつつじ公園が月曜日が休園日の

つじは太陽を好みますが、この場所は陽が当り

ため、例会場につながる扉が施錠され、以前は

ません。そのような場所にどのようにしてつつ

当日開錠してもらったそうですが、同公園を管

じを植えたのか、大変な苦労があったと思いま

理している静岡市の管理課の課長さんが代った

す。恐らく、崖に穴を掘り、そこに土を入れて

こともあり、
「安全上の理由から月曜日開催は

つつじを植えたと思われます。ただ、１年たつ

止めていただきたい」との申し入れがあり、火

とそこが崩れてしまい、つつじがかなり枯れた

と思います。何回も補植をしたとの記録が残っ

が行われています。

ています。そのために多くの資金が投入された
幹

と思います。植えてから相当な年月が経ってい

事

報

告

ますが、今見てみると木は非常に小さなもので

望月 啓行君

す。平らな場所であれば大木になっていたはず

⒈本日は移動例会のため、誕生日祝い、結婚祝

です。やはりつつじが育つのによい場所ではあ
りません。更に毎年、草というより蔦が生え、
つつじが蔦の下に潜り込み枯れてしまいます。

い、スマイル発表はありません。
⒉ 次週は昭和の日の振替休日のため休例会で
す。次々週は通常例会です。

そのためにロータリークラブ全員に草取りをお
出

願いしました。崖で作業を行いますので、年寄
は見ているだけで若い人が駆り出されました。
昔の例会は、現在茶室がある場所で開催されま
した。その場所は、当時はテニスコート、野球
場等のある広いグランドでした。その一角でつ
つじ例会を行ったのですが、当時桜の木がたく
さんありました。５月頃になると花が落ち実が

月日

席

報
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会員数 出席数 出席率 アップ 出席率

4/9

100（98）

73 名 74.48 ％

4 名 78.57 ％

4/16

100（98）

70 名 71.42 ％

−名

−％

4/24

101（99）

49 名 49.49 ％

−名

−％

今月平均

％

前月平均

％

メイクアップに努めましょう！

付いて虫が一杯集まり、虫を食べるために蜂が
飛んできました。食事をしているテーブルにポ
トポト落ちてきたのですが、私の隣に座ってお

ゲ ス ト 卓 話

られた志田さんのお父さんから「こんな所で例

プログラム委員長 桜田 和之君 紹介

会をやるのか」と怒られました。確かに、
「こ

２０１８年４月９日

んな所」だったのは事実です。こういう記憶の
中でつつじ例会がすくすくと育ってきました。
つつじ例会の時は残念ながら雨が多く、その場
所で例会を開催する機会は多くありませんでし
た。今、生きているつつじを見ると、静岡ＲＣ

生島企画室 代表取締役会長 生島 ヒロシさん
「経営者のための『さすが！と言われるスピーチ術』
」
生島ヒロシさんはＴＢＳの人気ア
ナウンサーで長らく活躍され、そ
の後フリーになられてからも数多
くのレギュラー番組を担当され、

でなければこれだけの大事業はできなかった、

その他アナウンサー以外でもファイナンシャル関係、

とつくづく思います。この場所は当初、静岡Ｒ

介護関係のコメントを出されコメンティターとしても

Ｃが管理していましたが、静岡市に移管しまし

活躍されています。今朝のＴＢＳラジオ朝５：００〜

た。移管時に向坂先生が大変苦労されました。

６：３０放送の超人気番組であります「おはよう一直

何回も市役所に足を運んでいただきました。
「静
岡市が管理をやりましょう」と言ってくれまし
たので我々は手を引くことになりました。移管

線」でも本日の静岡の件にも触れていただいておりま
す。宜しくお願いします。只今桜田さんからご紹介し
ていただきました梅沢富美男でございます。梅沢富美
男さんとは先週の金曜日、フジテレビでばったりお目

がされていなければ、我々がハサミを持ってい

にかかりました。ライザップ効果すごいですね。思い

つまでも手入れをする日が続いていたのです。

切りすっきりされ、梅沢さんの場合６ヶ月で１２キロ、

このような歴史があり、今は楽しいつつじ例会

今も気をつけていらっしゃるそうですが、私も３年前

にライザップをやらせていただき２ヶ月でおよそ１２

組始めたときは日本テレビさんも大変苦しいときがあ

キロ位やせました。梅沢さんは６ヶ月１２キロ、私は

り、その時ご一緒させていただきました。厳しい時間

２ヶ月１２キロ瘦せたわけですから結果にコミットし

帯で本当に一緒に戦う戦士のようでした。この世界番

た訳です。あの時は気持ちも体も変わりました。いく

組が終わると付き合いが終わってしまいます。しかし、

つになってもやれば出来ることを実感しました。以前

僕が宮城の気仙沼、桜田さんが岩手出身ということも

こちらでも中野さんのお話しがあったと思いますが、

あり、また桜田さんは男気があり、こちらが少し年下

問題は如何にリバウンドしないでキープするかと言う

ですが頼んだことはわかりました、と二つ返事でいろ

問題でして、私も梅沢さんもそうらしいんですが、ネッ

んな事をやって頂きました。人を紹介していただくこ

トで必ず何時リバウンドするか楽しみだと書いてある

とはこの世界重要ですが、きちっとした紹介を具体的

そうで本人も必死らしいです。今日はスピーチに関す

にしてくだいます。そのきめの細やかさが大変素晴ら

るお話ですが、健康に関する話も興味あると思います

しいと思います。また内の事務所に所属している女の

ので、炭水化物を出来るだけ減らして、あとは皆さん

子も静岡第一テレビでお世話になっています。僕もフ

もやられているスクワットですね。スクワットは僕も

リーになり平成とともに歩んできましたが山あり谷あ

続けています。あとはフランクといって肘立て伏せの

りでしたが、本当に困ったときに手を差し伸べてくれ

ように体を床につけ真直ぐにして肘で体を支え１日

る人がいるかどうかです。私の好きな言葉に「晴天の

３０秒３回くらい行ってます。僕は６７歳なんですが、

友となるなかれ、雨天の友となれ」という言葉があり

食事は１日１食主義とか出ましたが、たとえば昼ラン

ますけど、だいたい良い調子の時は、皆さんのビジネ

チミーティングとかでしっかり食べられた時には、夜

スもそうだと思いますけど、調子の良い時には銀行さ

は軽くするとかしないと体重は増えますね。間違いな

んもどんどん借りてくださいと言って来ますけど、実

く。キープするの難しいですね。朝はプロテインを飲

は大変になった時に貸してくれるかというと、いやい

んでます。新しい情報なんですが小林弘幸先生という

やという話になります。ですから困ったときに本当に

順天堂大学の自律神経の専門家で、便秘に関しては順

手を差し伸べてくださる方が本物ではないかと思って

天堂で７年半待ちという超人気の先生ですが、７年半

います。最近の例では、加山雄三さんも光進丸が大変

待ってたら糞死しちゃうんじゃないかと思いますが、

なことになりましたが、加山さんもいろいろとこれま

小林先生がおっしゃるには、朝はプロテインとバナナ

での人生の中で山あり谷ありで、倒産経験等二度失敗

かヨウーグルト、昼は軽くして、夜はしっかり食べる

し、これまであれほど加山さん加山さんと来た人が離

と、プロテインは高タンパクで高栄養ですが負担がか

れていってしまった。残った人たちが海の人達だと言

かるのは腎臓にかかる。プロテインをとられはじめて

うことで、光進丸も２０年ほど保持し続け、地元の人

いて、特に女性の方なんかは、骨粗鬆症対策にも良い

達においてもシンボルだったと思いますが、それが沈

んですけど、出来れば三ヶ月に一度血液検査をして頂

んでしまって加山さんもかなりショックだったと思い

き、腎機能をチェックしていただくのがポイントです。

ます。地元の方もシンボルが消えてしまったというこ

河合隼雄さんの言葉に「ふたつよいことはてないもの

とになります。加山さんのストーリーとしては大変

よ」という言葉がありますが、両方良い事はなかなか

だったときに海の男と光進丸だけは大切にしておきた

ないです。完全なお薬もないし何かがよければ何かマ

いと言う事だと思います。そういう意味において今話

イナスが来るし、プロテインはいいけど一方で血液検

していてタイムリーなネタをいかに取り入れるか、と

査をしていただくと完璧です。今日は名門の静岡ロー

いう事をです。話ってなかなか自己流でしゃべるしか

タリークラブにお招きに預かりましてが、実は桜田さ

ないですが、ロータリーの方はトレーニングをかなり

んとは私がフリーになって日本テレビで番組をやらせ

受けられていますので、キチキチとした時間でお話さ

て頂きました。今は日本テレビ視聴率ナンバーワンを

れると思います。困ってしまうのが結婚式なんかで主

続けていますが、僕がフリーになった時、また色々番

賓の挨拶で永遠と３０分位しゃべる方がいますが、や

はりイチバンは会場の空気を読めるかどうかだと思い

でほっとして、皆さん表情が明るくなったりするのが

ます。今日は私の本を４冊、ロータリーに贈呈させて

非常にいいと思います。それぞれの得意技を幾つか持

いただきます。これは
「さすがといわれるピーチシリー

ちながら、私は普段から朝の番組の関係から新聞は全

ズ」で、これで４冊目となり３０万部を超えています。

紙見て「天声人語」等のコラムの部分で結構エピソー

送別会、入社式、社内のイベント、結婚式の披露宴、

ドで使えるものはストックしておくよう普段から溜め

二次会とかシチュエーション別に書いてあります。実

込んでいます。スピーチに立つ時は下書きをしたほう

はＮＨＫのアナウンサーの方に生島さんの本読んで勉

が良いですが、全部原稿にしないほうが良いです。ア

強していますと言われ、恥ずかしくなってしまったこ

メリカの人なんかは、スピーチ頼まれるとだいたいア

とがあります。出版社がスタイルを貫いていて、それ

メリカ人がスピーチ上手いと思うのは手帳に入れるよ

に味付けしている程度で、非常に参考になります。こ

うなノート見たいのがあり、それを１０枚位用意して、

の中で一番やっているのは基本をわかればいいと言う

ポイントだけ入れ替えていく。あれもこれも言うとし

ことで、まず自己紹介して、その後に「おめでとうご

ないでポイントだけ書いて、言葉を繋いでいく事に

ざいます」と祝意を表し、その後桜田さんとの関係を

よって、ナチュラルで訴えるスピーチになると思いま

表し、その後具体的なエピソードの紹介があって、結

す。僕は気仙沼で生まれ育って実は赤面症だったんで

婚式での通りいっぺんの話ではなく、その新郎なり新

す。人前でしゃべるのがすごく苦手で、小学校５年生

婦なりの具体的なその人間性をあらわすエピソードを

とか６年生とか団塊の世代のお尻のほうだったんので

話して、４番目には、はむけの言葉、これは非常に自

小学校は３，
６００人、中学校は１，
８００人いました。

分の好きな言葉でも良いでしょうけど、それを４番目

校庭で月曜日に朝礼で色んな事を話さなければいけな

に持ってきて、５番目に締めくくりの言葉で、５ブロッ

い。日曜日の夜からドキドキして眠れなかったです。

クに分けていけば非常にポイントが絞りやすいと思い

また女の子の目を見て話せなかったです。今はきれい

ます。後はあれもこれもしゃべろうとすると失敗をし

な人を見ると追いかけていくように見えますけどね。

てしまうので、なるべく絞り込んだ方が良いです。後、

本当に人は、どこでどう生まれ変わるか、わからない

時間が無いときはテレビなんかで例えば「バイキング」

とつくづく思います。僕は、４年間片道切符でアメリ

という番組で僕も時々やるんですが、坂上忍さんが直

カに行きましが、一ヶ月経ったときにベッドに３０ド

球でバーンと質問してきますがどこをどう切り返すか

ルしかなくなり、それから破天荒なアメリカの４年間

大きいです。その切り返しは３０秒くらいで話さない

の生活となりました。英語もそれほど出来なかったで

といけません。そのときの準備としては、
「起承転結」

すが、発音が悪かろうが話さないとアメリカ人とコ

とか「序破急」というのもあり、逆ピラミッドにして

ミュニケーションが取れないし、話さない人間はアメ

言いたいことから言って、駄目なものは諦める、そう

リカ人は相手にしてくれないです。私も下手ながらこ

いう風な流れで自分では考えています。上手くしゃべ

ういう表現をするんだと覚えていくと、自分自身が成

ろうとすると結局上手くいかなかったりします。しめ

長していくのがわかりました。語学もそういう感じで

の言葉なんかでは、落語家さんなんか良く使うんです

きらくに後ろに下がることは無いんだから、ひとつひ

けど、
「この会場にいらっしゃる皆様の心からの御幸

とつ前に進んでいけば良いと思いながらやっていった

せと今いらっしゃらない皆様の不幸せを願いまして」

ら、それなりに話すことが出来るようになりました。

と。先ほど帰っていかれた方もいらっしゃるので先ほ

ハリウッドの人達のインタビューも直接やりました。

ど自分の心の中で叫んでいたんですが。そんなことを

通訳を介す、介さないでは全然違います。アメリカの

言と、最後うまくいけば良いですけど、なんてひつ礼

４年間は大変でしたが、あの４年があったお蔭で人生

な人だとまともに取る人もいるで気をつけて下さい。

いざという時にも絶対諦めない、という事で頑張り続

僕はしめの言葉で「前向きに善処、後ろ向きにヨイ

けています。今もいろいろとタレントを抱えてやって

ショ」とか、最後、話題で締めくくると非常に華やか

いますが、ただ出演者と言う事だけではなく、僕もテ

レビの番組が沢山ありましたが、ラジオを始める前後

下の心臓の手術をされた順天堂大学教授であり院長の

くらいから段々テレビの番組へってきました。このラ

天野篤先生です。天野先生と話していた時に、フジテ

ジオになってきたとき、俺の人生もこれで終わりじゃ

レビ系の人が僕のラジオを聞いて企画書を作ってくれ

ないかと思ったりしましたがまあやっぱり捨てたもの

ましたのでスポンサーはどこがいいですかね？とたず

でもないですね。こつこつやっていったら、今どうや

ねました。天野先生は、面白い方で院長ですから非常

ら全国で朝早起きの人４００万人位の人が聞いてくだ

に数字を気にされ、２月は日にちが少ないから今月の

さっているそうです。おかげさまでラジオの番組です

売上下がっているんだよとか言われます。医者なのに

けど、全国ネットなのでナショナルクライアントがず

中小企業の社長みたいですよ。これは面白いですよ。

いぶんついて下さってます。びっくりするような優良

ぶっちゃけトークで。質問に対し、今製薬会社は厳し

企業もついてくださっています。それはなぜかという

いから、問屋さんがいいですよ。アルフレッサという

と朝の時間は、早起きして健康を意識する人が多いだ

問屋さんがありますと教えていただきました。アルフ

ろうと言う事があり、そのテーマで番組をずっとやり

レッサの鹿目会長に連絡を取り会いにいきました。福

続けてきたところあたりまして、スポンサーがどんど

島の会津の方でした。年齢も私と同じで話が盛り上が

ん増えてきました。この厳しい時代におかげさまで聴

りまして、天野先生と生島さんから頼まれたら断れな

取率が上がったり下がったり関係無く、ちゃんとスポ

いでしょう。一応、上場会社なので会議にかけますと

ンサーがついて下さっています。更にラジオですので

いって、その後一週間後にスポンサーやっていただく

スポンサーの方と直接出会うことが出来ます。最近の

事になり４０００万で二年目に入りました。自ら営業

例では経営コンサルタントの大前研一さんが経営者を

をやって大変面白いですよ。番組で司会を行ったり、

集めて会をやられていて、その会でＯＪＴをやられて

コメントをするのもいいですが、実業のリアルな皆さ

いて、色んな企業をテーマに上げられ、ある時のテー

んにお役に立てれば良いという事で、タレントの売り

マが、あさひ自転車という大阪の自転車屋さんでした。

込みなんかも自らタレントを連れて行ったりして、そ

うちの事務所に朝比奈彩という淡路島出身のタレント

うやってプレイングマネジャーとして両方やっていま

がいて、今ＮＨＫの番組でチャリダーという自転車に

す。大谷なんかファッタイムイズイットゥナウと言わ

乗って動く番組に出演していますが、なぜか大前さん

れイッツショウタイムとかジョークで言われているく

が朝比奈彩をイメージキャラクターに使うことによっ

らい、今、アメリカではすごいことになっています。

てあさひ自転車の売上が急激に伸びるという説明を理

彼も楽しんでいますね。今朝の番組で田渕幸一さんが

路整然とされたそうです。代理店の友達がたまたまそ

自分たちの時代は楽しみながら行きましたなんか言っ

の会議に出ていて、そんなことを大前さんが言ってま

たら、先輩たちから何調子乗ってんだと言われてたけ

したよと言われ、僕はそれを受けて即行動しました。

ど、今は全然時代が違いますからね。ほんとうに大谷

すぐ大前さんに連絡しあさひ自転車の社長と知り合い

君は楽しみながらやっているのは僕らからしてもレ

ですかとたずねたら、知らないとの事。大前さんにそ

ジェンドの田渕さんも素晴らしいとおっしゃっていま

の資料をあさひ自転車に送ってください、僕が直接売

した。これからが楽しみです。これからも色々大変な

り込みにいきますからとお願いしましたそれからいき

ことも有ると思いますが、何か新しいところに自分は

なり電話をし、社長室秘書に連絡したところ大前さん

こうだからというのではなくて、殻を破って行くとい

から資料届いていますとの事で、それから翌日連絡が

うのは若さの秘訣にもなり、面白いなと思って自分も

あり、４月１０日に東京に来てください、という話に

頑張っていこうかなと思っています。それからドク

なりました。明日です。話がまとまるかなと前向きに

ターの番組５０００回を越えましたので色んなドク

とらえています。またＢＳフジの金曜日プライム

ターに話を聞くことが出来ました。僕自身５０００回

ニュースの終わった後、ヒロシとドクター天野の健康

病欠ゼロです。２回ほど遅刻しましたが、それ以外病

サロンという番組をやっています。天野先生は天皇陛

欠ゼロです。その健康の秘訣を皆さんに紹介します。

寝るときは口にテープを貼って寝ていただきたい。病

の中でだんだんコレステロールが溜まったり、習慣病

気は７割、鼻と口から来ます。
「いびき」は今週の週

で血管壁が痛めつけられ、それを防ぐ方法として爪先

刊現代かポストで寝る前にノンアルコールビールを飲

立ち踵落としが良いと言われています。片足たちを１

むといびきをかかない、とでていました。どうかわか

分ずつやると１日１万２０００歩歩いたと同じ運動効

りませんが。テープ貼りは、東大大学院にいらっしゃ

果がある歩けないなと思ったら片足たちを１分ずつ必

いました西原克成博士に進められました。僕も最初は

ずやって下さい。これもいいと思います。座っている

エーと思いましたが、このテープ貼って寝ることに

時も、つま先を上げたり、踵を上げたりして血流を良

よって免疫力が上がります。人間の体、３０兆とも

くして下さい。だんだん人間は冷えやすくなっていき

６０兆とも言われる細胞がありますが、それが元気に

ます。ライザップやっている時も冷えやすくなりまし

なります。貼って寝ることにより眠りの質も高まりま

た炭水化物を減らすと便秘になります。ライザップの

す。あとは、これは薬ですが、塩化亜鉛です。これは

弱点は炭水化物を減らして便秘になります。りきむわ

仙台にいらっしゃる掘田修先生。このかたは腎臓病の

けです。私は、以前、夜トイレに起きなかったです。

世界的な権威でいらっしゃいます。堀田先生の前とあ

２年前のライザップのときトイレで大の時りきんで前

と堀田前、堀田後と医学会では言われているようです

立腺が大きくなってしまいました。糖質制限をされる

が、その先生が登場したことにより人工透析の数が

方は下剤を飲んで下さい。ライザップでも強くはない

減ったと言われています。鼻に点します。上咽頭にさ

が下剤を出してくれます。それを飲んでいると調子良

すことによりタバコを吸っている方や良くしゃべる方

いです。
「ふたつよいことさてないものよ」で十分に

は間違いなく痛いです。ウツの方もこれを続けること

気をつけて下さい。そうすればいい展開になると思い

でなおります。塩化亜鉛のミニスポット療法という耳

ます。それからその場足ふみや、エアーダッシュもい

鼻科の治療法がありますが、今未だ表に出ていません

いです。その場で３０秒くらいやって頂き、
あとエアー

がこれから注目されてきます。この治療が中心になれ

縄跳びです。これをやっていただくだけで血圧が１０

ば日本人の病気が減ると思います。またお口のケアは

〜２０下がります。手を伸ばしてグーパーグーパーし

ＦＢＩと言われています。フロス。糸ヨウジ。歯を磨

てください。これで血圧が１０下がる。騙されたと思っ

いた後に糸ヨウジでフロスを行ってください。すごく

てやってみてください。慶應の村田先生というかたが

カスガ残っています。日本人は子供のときからフロッ

いらっしゃいます。親子３代ドクターの方ですが、ド

シングやるべきで、やることで歯周病がへります。Ｂ

クターでも血圧で亡くなられています。ですから薬だ

はブラッシング。Ｉはイリゲーションです。最近ウォー

けではなく先ほどの運動をやられています。最後に好

ターパブスというのを売り始めています。携帯用です

きな言葉を紹介して終わりに致します。先行き不安な

がすごい勢いで水が出て、歯茎のマッサージにもなり

状況ですが、先が見えないことが面白いと思う方はあ

ますし、歯と歯の間のカスもとれます。歯周病対策に

る意味自分自身の人生において勝ち組になれるのかな

もなります。内臓の先生で西田先生がいらっしゃいま

と思います。先が見えると負けかなと、先が見えない

すが糖尿病は歯のケアから始めて下さい、と言われて

からこそチャレンジできる、のではないかなと思いま

います。歯周病菌が血液にのって色んな悪さをして、

す。あと脳細胞を活性化するには、４つのことを守っ

心筋梗塞、脳梗塞を引き起こします。糖尿病で歯周病

てください。脳外科の林先生からです。１つめは前向

菌がある方は、重篤ないわゆる失明とかありますので

きで明るいこと。２つめは面倒見がいいこと。３つめ

その対策としてお口のケアをとても重要だと思いま

は出来ない無理です、の否定的な言葉は使わない。４

す。あと血圧の高い方は、今日の週刊ポストで一番気

つめは仲間の悪口は言わない。４番目は難しいですけ

になっている見出しに「踵落とし」です。爪先立ちを

どね。この４つを守ることだけで脳細胞は活性化しま

してストーンと落としてください。この前ＮＨＫの番

す。斉藤茂吉さんの息子で斉藤茂太先生。精神科医で

組でゴースト血管というのをやっていましたが、血液

もうお亡くなりになってしまいましたが、茂太先生か

ら私に「手加減、さじ加減、いい加減で人生歩みなさ

して」この短い１秒ほどの言葉に一瞬のときめきを感

い。完璧を求めては駄目ですよ」
といういい言葉を送っ

じることが。
「ありがとう」この１秒ほどの短い言葉

てくれました。相田みつをさんの詩の中で一番好きな

に人のやさしさを知ることが。
「がんばって」この１

詩です。この言葉です。私も山あり谷ありでありまし

秒ほどの短い言葉で勇気が漲ってくることが。
「おめ

たがそんな大変なときにはこの詩を思い出します。
「長

でとう」この１秒ほどの短い言葉で幸せに溢れること

い人生にはあ どんなに避けようとしても どうして

がある。
「ごめんなさい」この１秒ほどの短い言葉に

も通らなければならぬ道 というものがあるんだな

人の弱さを見ることも。
「さようなら」この１秒ほど

そんな時にはその道を だまって歩くことだな 愚痴

の短い言葉が一生の別れになる時がある。１秒に喜び、

や弱音を吐かないでな 黙って歩くんだよ ただ黙っ

１秒に泣く。一生懸命１秒。１秒の積み重ねが一生で

て 涙なんか見せちゃダメだぜ そしてなあその時な

す。一期一会を大切にしつつ、皆さんも１秒の言葉を

んだよ 人間としてのいのちの 根がふかくなるの

心を込めて言うことによって人間関係フルに潤滑油が

は」これは大好きな言葉ですね。そして「ありがとう

まろやかになっていくかと思います。少しでも桜田さ

ございます」
「ごめんなさい」は１秒で言えますが、

んに恩返しが出来ましたでしょうか。本日はお招きに

１秒で言えてもインパクトが大きいです。
「はじめま

預かり本当に有難うございました。
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