
≪本日のお祝い》

お誕生 日

4月 6日 小山 真人君

《会長挨拶要旨》

『藤原道長の病歴」

第 2759例会

《司 会》  新間 桂子 君

《合 唱》  「それでこそロータリー」

《BGM≫   The Wor d Her tage世 界遺産

《ゲスト》  なし

≪ビジター》 森下 登志美 君 (静 岡南RC)

結婚記念 日

なし

佐橋 儀 会長 代行

藤原道長 といえば、かの有

名な 「この世をば 我が世 と

ぞ思 う望月の 欠けたことも

無 しと思へば」 と詠んで我が

世の栄華を誇つていました。

道長は 「源氏物語Jの光源

氏のモテ
゛
ルともいわれていますし二人の娘を全員 后にして

天皇に次ぐ地位にありました。

実は藤原一族は糖尿病の家系で伯父も兄も甥にも糖尿病

の症状が現れていました。糖尿病は現代では生活習慣病の代

表的な疾患として運動習慣と食事の内容が重要な対策です

が遺伝的な因子も関係していると考えられています。

当時、糖尿病は「水飲み病」と呼ばれて、のどが渇くた

めに大量に水を飲む、多飲と多食と多尿が特徴的とされてい

ました。道長の生lEは 「大鏡」や「栄花物語」に残されてい

ますが、これらの症状のことも記載されているようです。ま

た、道長はしばしば胸部の痛みを訴えたことも記録に残って

います。たぶん糖尿病による動脈硬化が進行して起きた狭心

症発作を繰 り返していたと考えられます。現在では即座に

二いク
｀
リセリンを投与する状態でしょうか。

50歳を超えたころからは、益々糖尿病が悪化したようで
「ただただ水を欲し、昼夜を問わず水を飲んでいる。脱力感

平成 28年 3月 31日 天侯晴

も増してきたが食欲は十分にある。しかしながら次第に痩せ

てきたようだ」と本人が語つています。そのうえ目も見えな

くなつたと記録されています、典型的な糖尿病の合併症であ

る糖尿病性網膜症による失明で説明が可能です。

61歳には全身に腫れ物が現れてそれらが次々に化膿して

いつたという記録も残つています。糖尿病の患者さんは感染

に対する抵抗力が弱くなつているので通常の感染でも重症

化することが多くあることが知られています。

道長は 62歳で亡くなりますが直接死因は皮膚にできた腫

れ物が化膿して細菌感染による敗血症と考えられます。

道長には糖尿病を増悪させる遺伝的素因、飲みすぎ、食
べ過ぎ、運動不足、ストレス、肥満などほとんどすべての因子が

揃つていたようです。しかし享年 62歳は平安時代の平均寿

命の 50歳 より長生きはしています。

《来費卓話》

『静岡県の地震リスクJ 為口 浩二 氏

本 日お話 しする内容はク'ルー

フ会社のリスクマネシ・メント社がお客

さま向けの情報提供サーヒ
ヾ
スと

して整理 したものです。

1 地震のリスク

静岡県では 「静岡県第 4

次地震被害想定」を策定し、これに基づいて防災の対策が進

められています。静岡市を中心とした静岡県中部地区におけ

る地震のリスクを総括すると①震度 6か ら震度 7の強い揺れに

よる損壊リスク ② 2分から6分程度で到達する津波リスク、③都

市部での火災延焼リスク、④海岸部の液状化リスク、があると言え

ます。このリスクが顕在化する確率ですが「レベルlJの東海地

震で言うと今後 30年以内に発生する確率が 70%、 と発表さ

れています。ご参考ですが、交通事故でケガをする確率は

30年で 24%ですので、かなり高い確率です。

2. 個人、 家庭のリスタマネシ・メント

私たちが個人、家庭での備えはどうすれば良いのでしょう

か。まず住宅については、耐震性の高い住宅に住むことが大

切です。津波が来ない地域で新しい堅牢な建物にお住まいで

あれば、家具の転倒対策、火災対策、避難対策、をきちんと

行うことができれば、地震リスクは極小化が可能です。阪神淡
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路大震災、東 日本大震災でも 1981年以降に建築された新耐

震基準の建物が避難する間もな く倒壊 した、とい う事例は報

告されていないそ うです。

3.避難

避難を行 う時は家族が別々の場所にいることが前提 とな

ります。お互いに連絡が取れるように事前に連絡方法を決め

ておきましょう。携帯電話の災害掲示板は一度アクセスしておく

ことをお勧めします。スマートフォンの方は災害アフリが携帯電話会

社から提供 されていますから、事前に夕
｀
ウンロート・ しておく必要

があります。

4.地震保険

地震保険は企業向けの地震保険と、住宅向けの地震保険に

大きく区分 されます。住宅向けの地震保険は 1966年に法律

に基づいて設立された制度です。 日本は地震リスクが大変大き

いため、民間保険会社や海外の再保険会社だけでは安定的な

制度運営ができず、政府が全面的に協力することで、この公

的な制度を支えています。静岡県の地震保険普及率は 61

8%、 せめて愛知県の 71 2%を 追い越すことができるよう

に保険会社 として普及に努めたいと思います。

3月 26日 の浅畑川河りll敷での

清掃活動が静岡新間に掲載 され ま した

国 ロータリー会員ら河川敷清掃
静岡東ロータリークラフは26日 、静岡市葵区

の浅畑‖潮‖数で清掃活動を行つた=写真=。

毎年恒例の活動て、会員家族と会員事業所の従

業員を中心に、地元住民らも合わせて82人力惨
加した。
上手沿いてはベットボトルや空き缶などのご

みが目立った。長靴を履いた多加者は、川底の
生活ごみも回収した。
今回初参加の野田青男さん(25)=同 市清水区

=L「患っていた以上に汚れていて驚いた。捨
てるのは簡単だが拾うのは大変」と話した

小山 真人 君

松下 陸朗 君

上田 直弘 君

為国 浩二 君

伊藤 洋一郎君

族は辛いよ1で東京家族出演者が皆出演

してお り、その続きか と思つて見に参 り

ましたが身につまされる話で lン た0あ る

日突然金婚式近 くの夫婦、橋爪功 と吉行

和子が離婚の危機を迎えた物語で、妻が

長年連れ添つた夫に対 し突然離婚 してほ

しいと申し出、家族の騒動を招いた映画

です。見終わるとはのぼのとした気分の

コメテ
｀
ィーで した。なぜ今 この時期にこの映

画を見せたがるのかを考えたら背筋が寒

くなることを覚え、離婚 されないように

改めねばと再認識 しま した。我が夫婦は

絶対大丈夫 と思われている方、ぜひこの

映画をご鑑賞ください。たぶんみに覚え

があり反省すると思います。

お誕生 日お祝いあ りが とうございま

す。浅畑川清掃はお散歩気分でとても楽

しかつたです。 しか し斜面を歩いたせい

か翌 日足腰に違和感を覚え、改めて 56歳

の誕生 日を認識 してしまいました。

3月 26日 の浅畑川清掃美化イヘ・ントは 8

名の参加者が集まっていただきま した。

天気にも恵まれ和気あいあいと楽 しく作

業を終えることができました。特に松坂

屋 さん特製のお弁当は超好評で した。小

山さんに感謝 します。

先 日の「浅畑川清掃奉仕活動」に参加 さ

れた会員の皆様、大変お疲れ様でした。

私は当初所用があ り欠席の連絡 をして

いましたが、前々日に所用がキャンセルとなり

ました。急に参加するとお弁当の手配 も

面倒 か と思い、清掃活動 には参カロせず

皆様に 「お疲れ様」を言 うべ く浅畑川に

参 りましたが、松下リータ―`からお弁当を頂

戴 してしまいましたので、清掃作業に不

参加のお詫び とお弁当のお礼でスマイルいた

します。なお 「働かざる者食 うべからず」

でいただいたお弁当は家内と娘に食べて

もらいま したが大変好評で した。 もう一

点エスハ
゜
ルス協賛のお願いのチラシを本 日配布

させていただきました。 1年での 」1復帰

にぜひご協力賜 りたくよろしくお願い申

し上げます。

初めて浅畑川清掃活動に参加 させてい

ただきました。帰 りには美味 しいお弁当

もいただくことができました。幹事をし

ていただいた松下様、現地まで車に乗せ

ていただいた河原崎様に感謝 してスマイルし

ます。あ りがとうございました。

長女が結婚 しました。花嫁の父としてハ―゙

シ
｀
ンロードをともに歩きま した。疲れま し

た。

《スマイル報告》

久野 義彦 君

望月 康弘 君

神野 一成 君

結婚記念 日の恒例のお花届きありがと

うございま した。会話がはずみました。

引き続き頑張 ります。

結婚記念 日のお花を頂き有難 うござい

ました。 とても綺麗なテ
゛
ント

｀
ロビウムで しば

らくの間楽 しめます。

結婚記念のお花あ りが とうございま

す。また 4月 9日 は私の誕生 日で合わせ

てスマイルさせていただきます。先 日家内か

ら珍 しく映画に行 こうと誘われ鑑賞 して

まい りました。小津監督の東京物語のリメイ

ク版を山田監督が東京家族 とい う題名で

上演 し、老夫婦が東京の息子宅を訪問 し

た時の騒動並びに老夫婦の心温まる物語

で大変面白く見ました。今回の題名は「家

≪出席報告≫

会員数 出席 久席 MU 完全欠席 確定出席率
3/31 51(48) 8

3/24 51 (48) 9

3/17 10 8 2 95 839る

く会報作成 :長 田 きみの>


