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『抗加齢医学最近の話題』 

 医療法人キムクリニック 理事長 金 定基（会員） 

 

百歳を超えても、認知症も癌も無く、なお元気に自立して

暮らす人々を、百寿者と言います。最近、百寿者の調査が進

み、老いないとか老化が特に遅いわけでなく、心身ともにバ

ランス良く老いている人々、つまり老化の弱点が無い人々で

あるということが分かっています。抗加齢医学とは、動脈硬

化・骨粗鬆症・認知障害・癌を予防し、介護不要の高齢者を

創る、即ち、百寿者を創る医学であると言えます。老化の過

程は 生活習慣病同様、遺伝素因と環境要因によって、決定

されると考えられるが、老化遺伝子や抗老化遺伝子は解明さ

れておらず、環境要因と老化の関係も未だ明らかになっては

いません。今日は、今迄のところで分かった事をお話します。 

カロリー制限 

理屈的には、「カロリー制限→肥満・メタボ予防→動脈硬化予防→老化予防」と考えられます。カロ

リー制限の実験は人では難しいため、線虫・ショウジョウバエ・魚・ネズミ・サル等で様々な実験が

試みられていますが、多くの実験結果からも、カロリー制限が寿命を延ばすことが示されています。 

人の遺伝子は２３０００個あり、そのうち老化や寿命に関わる遺伝子は５０～１００個ぐらいあると

考えられていますが、その一つとして知られているのが Sir2 遺伝子です。この Sir2 遺伝子は、カロ

リー制限の環境下でのみ活性化し、メタボリック症候群や 2型糖尿病を予防して寿命を延ばすそうで

す。 

運 動 

理屈的には、「筋肉内で糖や脂肪を燃焼・消費→メタボを予防→動脈硬化予防」と考えられます。 

数多くの実験や疫学調査から、定期的な身体活動やトレーニングにより、種々の生理機能・代謝指数

の改善や、慢性疾患・早期死亡のリスクが減少する事が知られています。特に推奨されているのが、

中程度の有酸素運動です。最大心拍数の６０～７０％で 30～40 分以上。速足歩き・軽い負荷をかけ

た自転車こぎ・水泳等で、1回 30～40 分以上・週 5 日以上・週１０００Cal 以上程度を目安にしてく

ださい。なお、30 分間汗をかくほど・息が弾むほど歩いて１００～１５０Cal ぐらいでしょう。身体

活動量と健康の間には、「量―反応関係」があることが分かっています。つまり、運動量に応じて総

死亡率・心血管疾患・肥満・2 型糖尿病・大腸癌が減るということです。ただし個体差が強く、日頃

運動していない人にとっては、もっと少ない運動量でも効果があるそうです。 

レジスタンス運動 

スクワット・ダンベル体操等、一定以上の負荷をかけて行う、筋肉を強くする運動です。健康成人で

の血圧低下・糖代謝改善・心血管疾患の軽減等の効果が、明らかになっています。また、有酸素運動

を効果的に続ける為に必要な筋・骨格を維持・増強する事になり、有酸素運動とは別に行うべきです。

いつでもどこでもできるスクワットが特にお勧めです。 
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メディカルチェックの必要性 

血圧・不整脈の有無・血中脂質・血糖等を、いつも把握し異常があれば治療しておく事が必要です。 

高血圧・高脂血症・糖尿病等動脈硬化性疾患がある場合、運動に伴う突然死の危険性が増します。 

＜注意点＞   

☆起床直後は軽度脱水状態・低血糖等全身状態が不安定 

  ☆運動の初期と終了直後には冠動脈のスパズムが起り易い（ウォーミングアップ・クーリングダウン） 

  ☆最大筋力の６０％以上の負荷では血圧が上昇し易い（上肢の運動・等尺運動では特に注意）  

  ☆筋肉に負荷をかける時には、息をはきながら 

運動に関する最近の話題 

運動はメタボを予防し、動脈硬化を防ぐだけでなく、直接脳にも効くらしい。有酸素運動を続けると、

記憶を司る海馬の血流が増して神経細胞の新生を促し、前頭葉の活動を促進して、認知機能を高める

と言う事がわかってきました。それを裏付ける幾つかの実験データが、報告されています。 

まとめ 

摂取カロリーを減らす、即ち「腹八分」を実行し、有酸素運動を中心にレジスタンス運動を取り入れ

てよく運動すれば、ボケずに元気で長生きできるという事が、体験的のみならず科学的にも証明され

ていると言えます。 
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新会員卓話 

『 起業のきっかけとその後 』 
   株式会社 クリーンリース（職業分類：リネン供給） 

柿木満雄会員 

 はじめまして。 本日卓話させていただきます新入会員の㈱

クリーンリース柿木満雄と申します。 よろしくお願いいたし

ます。 

 私は昭和 34 年 10 月 22 日福井県大野市で生まれました。あま

り勉学が好きでなかった私は高校卒業後も高校時代からアルバ

イトをしていた地元の菓子問屋でそのまま 3 年間アルバイトを

しつづけました。そして 21 才で初めて㈱上島珈琲（現在のＵＣ

Ｃ珈琲）へ営業社員として入社し 6 年間お世話になりました。

自分勝手な理由で退職し次に転職したのが㈱北日本食品（現在

の㈱ブルボン）です。 そこでも営業社員として 6年間お世話になりました。自分自身の中で日々何

か満たされない思いがあったのだろうと思います。ある日福井新聞に掲載されていた『金儲けの本』

という広告が目に入り 9800 円位だったその本を購入しました。その本には フランチャイズ募集な

どの情報がたくさんありその中で「これなら私にも出来るかもしれない と思う物がありました。日

常、私の周りを見ていてこの商品ならどのお店でも見かける。それに支払はそのお店の中でメインで

はなく消耗品だろうと予測しました。 

そうです。今の私の商売の原点でもあるマット・モップなどです。その業種の募集は 3 社ありまし

た。1番大手のダスキン。それとリースキンそしてママピカットでした。3社とも問合せたところ ダ

スキンからは断られリースキンは音沙汰なし。ママピカットだけがこんな私に一生懸命に何度も 足

を運んでくれました。当時ほんの軽い気持ちで契約はしましたが生活もあった私はこれに懸ける自信

もまだなく㈱ブルボンで働きながら土日だけ営業活動をしていました。 

そんな時 某大手菓子問屋の代表の方から「一緒に会社を設立しないか。」と声をかけられラッキ

ーと私は何も考えずに会社を辞めてしまったのです。ところがそんな上手い話はあるはずもなくその 
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話は中止になり私には良かったのか悪かったのか土日だけ営業活動をしていたマット・モップのレ

ンタル業だけが残りその仕事をするしかなくなったのです。しかし、それだけで生活出来るはずもな

く、朝は中央市場、夜はパチンコ店の交換場のボールペン配達のアルバイトをしました。 

そうしながら 1年たった時「私は何をしているんだろう」と疑問を感じ始めました。あの日、満た

されない自分が金儲けをしたくて購入した本、その中で私にも出来ると決めて契約した仕事、この商 

売を大きくしなければ 男じゃないだろうと、ここでアルバイトをきっぱり辞め、マット・モップレ

ンタル業に専念する決心をしました。私はその時 34 才。池田電気様に自宅の車庫を工事していただ

き、自宅車庫での創業です。 

当初、売上目標、月 100 万円。1 件 1 件足を運びました。しかし、聞いた事もない小さな店です。 

大手企業に営業に入れば、「失礼だが、本当にお取引しても大丈夫ですか？」と言われる始末。何度

も何度も頭を下げ「絶対大丈夫です。」と自信をもって答え続け契約をいただいた時は、たまらなく

嬉しかったのを覚えています。そして、当初の目標を達成できるようになった頃、社員を 1 人雇いま

した。その後、平成 9年同業の大手企業よりマット加工の依頼が舞い込みました。その加工を引き受

けるには膨大な設備投資がかかります。身内からも「そんな大手企業と取引して大丈夫か。いつ切ら

れるかわからないぞ」と大反対されましたが、私は大きなチャンスだと思いその話を引き受けました。 

それを機に平成 10 年㈲クリーンリースを設立。現在の本町 3 丁目に拠点を設け本格的に商売を開

始しました。その時私は 38 才。大きな負債をかかえ 新たな戦いへの出発です。その時、西洋菓子

倶楽部の高倉社長がわざわざ会社までお祝いを持ってきて下さり「うちの店にもマットを入れてくれ

ないか。」とおっしゃってくれた事を、今でも昨日の事のように覚えています。本当にありがとうご

ざいました。 

苦しい中での出発でしたが、5 年の月日の間に弊社への信用も少しずつ付き始め、大手企業からの 

マット加工の売上は年間 3000 万になる程の順調な伸びを見せていました。会社も安定してきた時、

忘れもしない嫌な年末を迎えました。大手企業から「来年度から加工は 自社で行う事になったので

取引は中止します。」との通達でした。 その上「クリーンリースが今後 やっていけないのなら、

社員は引受けるから身売りしないか。」とのお話でした。私は「もう会社は潰れてしまう」という弱

い思いと同時にそれ以上の怒りがこみあげてきた事を覚えています。しかし、今、自分勝手な感情だ

けで会社を潰してはいけない。社員も社員の家族もいるのだから 1人で突っ走ってはいけないと思い

社員に相談してみました。「大手企業より取引中止の通達を受けました。身売りをするなら社員は引

受けると言ってくれています。これから、みんなはどうしたい？」と聞くと社員の返事は「僕達は、

身売りは絶対したくありません。どんな苦労もします。安定した生活よりも社長についていきます。」

と全員すぐに言いきってくれました。私は心の底からありがたいと感謝し「これからは何としてでも

社員を守らなければならない」と自分自身に誓いました。その時、私は 43 才、再起をかけた出発の

決心でした。この日から弊社は快進撃を始めました。私にも社員にも「絶対に負けない」「絶対に追

い抜く」という思いが大きく、今まで以上に営業活動に力が入り、売上は少しずつ回復していきまし

た。また、こんな状況の中、私に協力してくださるという人も何人かいました。新しい人材が増え、

新しい戦略や発想も出はじめ、会社内部も新規獲得のグラフや個人の目標などを掲示したり全体会議

を開催したりと社員全体の意識が高まり新しい活気があふれかえっていました。弊社はひとまわり大

きくなったような気がしました。 

私は毎日成長した弊社を見ながら楽しんでいた事を思い出します。一番、幸せを感じた日々だった

のかもしれません。あの嫌な年末の日も、弊社が成長するためには必要な試練だったのだろうと今

は思えます。それからさらに 5 年。時代は 100 年に１度の大不況と言われるほどの景気悪化をたど

りました。「解約が多いのは 不況だからと 不況のせいにしてはいけない」「このままで満足して

はいけない」「第２の柱を作っておかなければいけない」と思い始め、原点のレンタル業を活かす

何かを探していたところ、出会ったのがミネラルウォーターの宅配ボトル事業『クリクラ』でした。 

福井は水が美味しいという不安もありましたが 5カ年計画を立てスタートしました。新事業の導入

です。気合いを入れ直し、経営理念『1.信頼される会社 1.貢献する会社 1.責任のもてる会社』 

社是『出来ないと言わない』も設けました。 
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本格的な事業へするための準備期間として、1 年目 2 年目はクリクラ本部より、ミネラルウォータ

ーを仕入れ営業し、それを新規顧客へ定期的にお届けしていきました。ダスコンレンタル業の経験も

あり、1 年目まずまずの売上があがり、2 年目には、倍の売上に跳ね上がりました。 

これならサーバー購入の経費は大きいが市場はまだまだ無限にあり、売上は充分見込めるだろうと

確信し、3 年目は仕入れているミネラルウォーターを、自分で生産するプラント設立を決め、社名も

㈲クリーンリースから㈱クリーンリースへと変更しました。 

その時私は 51 才。新たな戦いへの出発です。クリクラ事業本部㈱ナックをはじめ、沢山の方のお

かげでプラントは無事完成。生産の研修も終了し、平成 22 年 4月 17 日プラント竣工式とクリクラを 

支えて下さったお客様へ感謝を込め、ミニコンサートを開催しました。あれから 1 年がたった現在、

お陰様で弊社クリクラ北陸プラントは北陸 3 県 19 件のクリクラ代理店へミネラルウォーターをお届

けいたしております。直ユーザーも毎年倍増しております。今後も弊社並びに私自身竣工式の挨拶で

誓ったようにおごる事なく走り続け第 3、第 4 の柱にも挑戦していきます。 

今、私がこの場に立っていられるのも私１人の力ではありません。たくさんの方々に助けていただ

きました。この会場の中にもたくさんいらっしゃいます。いつか必ず助けていただいた皆様にご恩返

しが出来るよう、又、地元丸岡町に大きく貢献出来るように、日々精進しつづけていきたいと思いま

す。まだまだ未熟な私です。今後ともご指導、ご鞭撻お願い申し上げます。ご静聴ありがとうござい

ました。最後に、クリクラという物を少しビデオでご覧下さい。 
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『 １ ８ 年 目 の 涙 』  
     （財）丸岡町文化振興事業団 

           事務局長 大廻政成様 

 

３月３１日をもって市役所を退職し、この仕事はもうないのか

なと思っていましたが、深く因縁ができてしまったようで、当分、

逃れることが出来ないのかなという気持ちです。６０という歳に

なって４月１日辞令を受け、新たな思いの丈を語って見ようと思

います。 

タイトルには、１８年目の涙となっていますが、まさか震災の

ときに、涙の表彰式をしようとは思いませんでした。昨年テーマ

を決めるときに、今のうちに『涙』をやって、更に２０年は飛躍

の年にしよう、との深い思いを込めてそういうことになりました。

ところが、とんでもない『涙』になってしまいました。 

今年の入賞式。入賞者の方に、震災に遭われた方が結構いました。一組だけ佳作の方が出席します

と返答がありました。返答を頂いたときはまだ、震災にあっていませんでした。仙台の女性の方で、

「丸岡の人にお会いできることを、本当に楽しみにしています」との手紙でした。出席の返答はいた

だいたものの、本当に来れるのだろうかと心配し連絡をしたところ、意外とすぐにつながりました。

大変でしたでしょう、と尋ねると「実は、夫が行方不明なんです。車を運転して、毎日朝５時から、

暗くなるまで探しています。何日も何日も。夫をさがして、もう疲れました。しかし、今、夫を探す

のが、生き甲斐なんです」と話してくれました。幸いに家は、無事でした。息子さんは、東京、娘さ

んは横浜に嫁いで子どもさんもいます。佳作入賞ですから、この本一冊と記念品しか差し上げられま

せん。上の賞の方には、賞金、旅費も出せます。できるなら全員の方に出してあげたいと思いました

が、この方には、被災者ということで特別に旅費を出すことになりました。ところが、翌日、息子さ 

んから電話で、「遺体が見つかりました。これから、葬儀の準備があるので、出席できません。母に 
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代わってお詫びします」ということでした。「そうですか、残念ですね、でも、みつかって、良かっ

たですね」と言いながら、お互いに涙しました。しかし、また翌日の深夜、息子さんから、携帯に電

話があり、「すいません。二転三転して申し訳ありません。当分の間、火葬・葬儀もできません。や

はり、出席させてください。妹と一緒に母を連れて行きたいと思います」という連絡でした。一旦キ

ャンセルしてしまい、切符が間に合わない、空席がない、どうしようと思いましたが、いろんな手を

尽くして、ご本人、息子さん、娘さんと３歳のお子さんに来ていただきました。来ていただきました

ら、何か、皆さんに訴えること、お願いすることがありましたら、一言いってもらえませんかとお願

いして、最初快諾を得ましたが、後で電話があり、「やはり、勘弁してください。遺体と直面したら

何もしゃべれなくなってしまいました。マスコミにも一切取材をお断り下さい。」とのことで、わた

しの方から、記者の方に「遠目に写真を撮ることや記事にすることは結構ですが、そっとして置いて

あげてください」とあえて言いました。その方をマスコミから守ることで精一杯で心身ともに疲れま

した。懇親会が終わってから、しばらくお話をしました。ご家族皆さん、元気な方で、とても驚きま

した。最後に、３人の連名の封筒を渡されました。「今回とても良い式に参加させていただいて、丸 

 

岡の方と話もさせていただいて、心が休まりました、丸岡の人は、本当に優しい、良い人ですね。景

色も綺麗でとても親しみを感じました。どうか優しい皆さんが運営する事業の足しにしてください」

と差し出されました。大分、固辞をしましたが、大切に使わして頂きますといって、受け取りました。

まだ、金庫の中にそっくりあります。 

ここで、話を終えたら、すぐに仙台に向かいます。福島、宮城（仙台）、青森、岩手へ４日間行き

ます。知り合いで、まだ行方不明の方と亡くなった方が４、５人います。先ほどの入賞式に来られた

方のところにも行きます。線香一本でも上げさせてくださいとお願いしました。 

今回の震災のことで、随分と涙を流しました。なぜ、こんな時に涙の表彰式をしなければならない

のか、という思いです。前に『命』・『愛』というテーマがありました。阪神大震災、９．１１があり

ました。短い言葉の中に込められた思いが何かに絡んできます。母のときも同じでしょうが、一筆啓

上のテ－マに共通するのがどうも『涙』のような気がします。これは、出張ではなくて、休みをとっ

て行きます。一人でも多くに何かを伝えられれば良い、伝えることが使命のような気持ちでいます。

１０００冊くらい仙台のほうに届けてあります。できるだけ多くの方にお配りしたい。短いがゆえに、

何か伝わるということもあります。長く話すことが良いのではなくて、その人に何か一つを伝えるこ

とが出来ればよいのかなと思います。一人でも多くの方とお会いして、一言だけの会話に終わるかも 

しれませんが、何か思いを伝えて心新たにして帰って来たいと思います。機会があれば４日間の報告

を致します。 

最近涙もろくなりました。評判のテレビドラマ『仁』をみて、また、朝『お日様』をみて、涙する

こともあります。でも涙を流した後は、ふっと心安らぐのです。涙って流したほうが健康に良いので

すね。涙の後の顔はすがすがしいです。今回の表彰式でも、ハンカチを持って涙を流させていただき

ました。 

ある事を、報告します、丸岡・坂井を舞台にして、今、映画が２本企画されています。一筆啓上で

１８年間の感動の出会いを繰り返してきました。そんな感動を伝える映画が出来ないものか。１本は、

住友がスポンサ－です。これまで日本になかった感動的な映画を作ってほしい、というのが住友の思

いです。 

３０年以上住友の方と付き合いました。当初知り合った係長くらいの方が、今、常務とか社長にな

っています。長いお付き合いがやっと実を結ぶのかな、と思うとうれしくなります。過去に『日本一

短い母への手紙』を製作しましたが、それを更に上回るものを作ってほしいと言われております。 

今回、仙台に行くのも映画づくりの取材を兼ねています。構想としては、医者を陰で支える看護師、

陰に陽を当てる、誰でもいいのですが日頃、陽の当たるところにいる人の陰にいる人に陽が当たる、 

多くの人の支えがあって今日がある。陰の方に、陽が当たる、基本的には、父母だと思うのですが、

支えてくれている人に陽を当てることができればと思います。 

 



月 間  ５月 号  ＮＯ，６ 

京都山科にある橘大学の看護学生とこんな映画があるんだと話したら、どんどん話をしてくれまし

た。とても参考になりました。できたら看護師をキーワ－ド・テーマに作りたいと思っています。 

多くの支えてくれている人たちに、日頃陽が当たらないところに光を当てる、ロ－タリ－の活動そ

のものもそうだと思いますが、陰に光を当てる、１８年間短い言葉をつないできた力なのかなと、『涙』

をやってようやく気付きました。丸岡・福井のために、また、多くの方のためにささやかな何かを出

来れば良いのかなと思います。２０年で住友の支援が終わる事になっております。毎年３１５０万円

頂いている。住友の方からは、２０年を過ぎても支援をしたいと、熱い言葉を頂いています。それも

熱い思いがないと支援をしてもらえないと思います。 私は非力な人間ですが、突破口だけは開きた

いという決意を持っております。苦しんでいる多くの人たちにささやかながら何か出来ればよいと思

います。 

私は毎日１８冊の中から、一冊を取って読んでいます。ここで一つご紹介します。 

『母への思い』より   

・お母さん、宅急便の紐が 年々ゆるく雑になっているのが心配です。 

・いつのまにか両手の上に乗せてながめていたいような おかあさんになりましたね。 

・お母さん、畑の野菜を起こす前に 私を真っ赤なトマトだと思って起こしてください。 

人を思う思い・・・それが今どこかで欠けようとしています。しかしまたその思いを求めている人も

多くいます。 

 

今年のテ－マは『明日（あす）』です。本当は 『先

生』というテ－マで募集の予定でした。 印刷業

者にデータを渡す直前になって変更しました。 

いまこの大震災を考えたとき、これでいいのか、

との思いが起きたからです。今あの人たちは、何

を思っているのだろう。  

いつどこで災害に遭うかもしれない。今あの人た

ちは、そんなときに何を思うんだろう。 

『あした』でなく、『あす』という固有名詞なんだ。

『明日（あす）』に何かできる、『明日（あす）』誰

かに会えることができるという思いが『明日（あ

す）』にはそんな思いが湧き出てくるのではないでしょうか。 

今後は、一日でも早く笑えるような社会になれるよう、私なりにお手伝いを出来たらいいなと思っ

ています。 

思いを込めると１００ページ分の思いが伝わることもあります。来年の２０年は『明日』に勝るよ

うな、驚くようなテーマで皆さんをお迎えしたいと思います。今後ともご支援のほどよろしくお願い

致します。有難うございました。 

 

 

 

震災に遭われた方々にも気を配る大廻さんの人柄がよくあらわれた卓話でした。多くの人の支え

があってのロ－タリ―。ロータリアンとしての活動も、陽の当たらない所や人に陽が当たるような

活動でありたいと思いました。                           倉田 

 

 

 

 

 



月 間  ５月 号  ＮＯ，７ 

 

 

 

 

６月 １日 （水 ） １６１７回 例 会  

２０１０～２０１１年度 ＲＹＬＡに参加して 

 

  『一人前の大人』    

         ㈱西洋菓子倶楽部  高倉竜馬君 

 

まず、初めに今回ＲＹＬＡという素晴らしい場所に丸岡ロー

タリークラブさんの推薦ということで、参加させていただき

ましてありがとうございます。 

今、素晴らしい場所と言いましたが正直なところ、最初父に

行って来いと言われたときは「大変そうだしめんどくさいな」

と思っていました。 

実際会場に着いても最初は気を遣うし大変だという気持ちは

変わりませんでした。会場に着いて班別に別れて自己紹介、

班別ミーティングをしました。班別ミーティングでは今回の

ＲＹＬA のテーマでもある「一人前の大人とは」という事に

ついて意見を出し合いまとめました。 

私たちの班はこのようにまとめました。 

事と遊びの両立 ③能力の把握 ④限界を決めず常に努力する 

 ③他人を許容できる人 ④俯瞰できる人 

① 責任

に責任が持てる人 

れを全体ミーティングで発表しました。 

ーマでお話して頂きました。内容

的

は一日長いという事ですぐ

に

。私

聞いた上での一人前の大人とはという事について班別に話し合い、全体ミーティング

で

聞きました。

「これでいいのか日本、誇り高き日本への道」というテーマでお話して頂きました。 

 

【一人前の大人とは】 

１． 自分を理解できている 

① 意志を持つこと ②仕

２． 他人を理解できる人 

① 協調性 ②礼儀作法

３． 自立できている人 

感 ②自己表現力 

まとめ 自他を理解し、言動行動

こ

 

そのあと第一講義である天理大学教授の東馬場郁生先生の話を聞きました。 

「子ということ、親ということー生きる力の継承と創造」というテ

には内面的な意味での「一人前の大人とは」という事でした。 

講義が終わり食堂にて夕食をかねたウエルカムパーティーがありました。お酒もあり次第にみんな

の仲も深まり楽しい時間を過ごせました。この後入浴、消灯だったのですがみんなで出会った事を祝

おうという事で同じ班の人達とお酒を買いに行き飲み会をしました。明日

お開きになりましたがさらにみんなの絆が深まった感じがしました。 

２日目は天理教教会本部神殿、天理参考館見学に行きました。周りの建物も凄かったのですが一番

印象に残っているのは私と同じくらいの子が普通に天理教の黒い服を着て町を歩いていた事です

自身特定の宗教をしていないので不思議な事がたくさんあり宗教ってすごいなと思いました。 

天理大学にて第二講義である評論家の金美齢さんのはなしを聞きました。「今、日本の若者に期待す

る」というテーマでお話して頂きました。外面的な意味での「一人前の大人とは」というお話でした。 

第一、 第二講義を

発表しました。 

二日目最後に第三講義 第２９代航空幕僚長、軍事評論家の田母神俊雄さんのお話を

 

 



 

この後入浴、消灯でしたが昨日に引き続きお酒を買い出しに行き飲み会をしました。昨日は班だけ

でしていたのですが、せっかくだからみんなで楽しく飲もうという事になり、いろんな班に声をかけ

て全部で３０人くらいで大宴会になりました。私としても講議を聞くよりも、みんなと楽しく話して

つながりを作り、輪を広げる事が今回の一番大事なことだと思っていたのです。ごく意味のある大事

な時間でした。私と同じように家業を継ぐ人もたくさんいて、普段友達や会社の人とは話せないよう

なすばらしい話をする事ができたし、この人はここまで考えているのかと刺激を受ける事もたくさん

ありました。学生の子や私よりも若い子たちもたくさんいたのですがしっかりしている子が多くいい

刺激を受けたのと同時にＲＹＬAに２０代前半で参加できる事はすごく勉強になるし大変

月 間  ５月 号  ＮＯ，８

いいことだ

の日は明日で最後という事もあり朝の四時ころまでとても楽しい時間をすごしました。 

考える」というテーマ

聴講いたしました。引き続き、閉講式をして全日程が無事終わりました。 

 

のはもったいないという事でみんなアドレスを交換してまた集ま

ろ

みです。せっかく

出

していきたいと思いました。 

回ＲＹＬＡに参加させていただき本当にありがとうございました。 

 

ＲＹＬＡとは・・・。 

ロータリー青少年指導者養成プログラム 

ですが、多くのクラブや地区では、14～18 歳、19

～30 歳など、年齢層を絞って実施しています。  

リーダーシップ、良き市民、人間としての成長を強調しています。RYLA の目標は次の通

りです。  

に対して効果的な研修を与えること  

 地域社会に尽くしている青少年を公に表彰すること  

 

 

 

                         委 員―山下健治・島田利男・山本雅人・髙倉文寛・倉田教信  

なと感じました。私自身２６歳で２０代後半になりましたがすごく勉強になりました。 

こ

 

３日目は朝グループワークを班別にしました。グループワークでは課題を達成していく班の中でのコ

ミュニケーションのあり方や協力していく過程を体験し学び、全体ミーティングで発表しました。 

最後に第四講義 元内閣総理大臣 衆議院議員 森喜朗さんのお話は「時代を

で

今回ＲＹＬＡに参加して本当に貴重で大変楽しい経験ができました。せっかく出会ったみんなとこ

の場所だけで繋がりを終わらせる

うという話になっています。 

またみんなで集まっておいしいお酒と楽しい話ができることを今からすごく楽し

会ったのだからこの繋がりを大事にし、さらに広げていきたいと思いました。 

また、この貴重な経験を自分の職場の後輩たちにも伝え仕事にも生か

今

 

ロータリーが実施する若者たちのための研修プログラムです。

RYLA の対象となるのは年齢 14～30 歳の青少年

RYLA は、

 ロータリーの青少年への尊重や配慮を身をもって示すこと  

 選ばれた青少年や潜在性を有する将来の指導者

 青少年による青少年への指導を奨励すること。  
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