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役員　会　長　森　宗明
　　　副会長　平野英壽
　　　幹　事　大島由美子
　　　会　計　近藤賢司

第  　 回 例 会 会報委員長　徳丸　一郎

ＳＡＡ　上妻　浩
直前会長　上妻　浩

ROTARY SHARES
ロータリーは分かちあいの心

平野英壽
村津忠久
津末美代子
後藤　隆

椛田健治
河村貴雄
後藤孝弘

理事
　〃
　〃
　〃

理事
　〃
　〃

◆点　　鐘　　12：30

◆体　　操　　自律神経強化体操

◆Ｒ　　Ｓ　　別府中央Ｒ.Ｃ.の歌

◆唱　　歌　　どこかで春が

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ.　　「天満敦子の望郷のバラード」より

　アダージオ

　アレグロ

　コレルリ　　　　他

◆ゲ ス ト　　フィン・フォン・ミンさん（米山奨学生）

◆ビジター　　高宮伸雄（別府北ＲＣ）

会長の時間 会長　森　　宗明

　先日、全会員宛に森田靜一、玉ノ井溥明両パス

トガバナーより送られて参りました「ガバナーエ

レクト指名に関する真相」と言う冊子について、

私と幹事の両名は、大分第３分区のガバナー補佐

と、分区内６クラブの会長幹事と協議の上、下記

の「お願い」を森田靜一パストガバナーと玉ノ井

溥明パストガバナーに提示しましたので、報告致

します。

　　　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

拝啓　春寒の候、両パストガバナーには益々ご清

祥のこととお慶び申し上げます。平素より地区運

営にご指導、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、現在、国際ロータリー第2720地区は、

前年度に決定されていなければならない、ガバ

ナーエレクトが未だ誕生出来ず、「PETS」「地区

協議会」も開催されておりません。

　その様な折り、２月７日付けで、森田・玉ノ井

両パストガバナーから「ガバナーエレクト指名に

関する真相」と言う冊子が送られて参りました。

　大分第３分区の６ロータリークラブの会長・幹

事により、前述の冊子について各クラブでの検討

を踏まえて、意見交換会を数回に亘り開催致しま

した。結論として「ガバナーエレクトが未だに決

定されていないのは、森田、玉ノ井両パストガバ

ナーが推薦書に署名しないためであり、それに関

わる両パストガバナーの意見に正当性は無く、地

区を混乱させている両パストガバナーの責任は大

◆出席報告　　　　　　　委員長　中島　澄人
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きい。」と言うことで全員の意見が一致しました。

　地区内ロータリアンにとって、最も重要なこ

とは一日も早いガバナーエレクトの誕生でありま

す。両パストガバナーには寛容な心でご指導をお

願い致します。各ロータリークラブには新しい会

員もたくさん入会致しております。地区内全ロー

タリアンの為にも「分かち合いの心」で一日も早

いガバナーエレクトの決定にご尽力賜りますよう

お願い申し上げます。 敬具

　　　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　今後どのように解決するのか現時点では私共には

解りませんが、大分第３分区の全会長幹事の統一し

た意見としてお伝えしようと言う事で、今回の様な

事に至りました。会員諸氏にご報告致します。 

幹 事 報 告 幹事　大島由美子

－識字率向上月間－

１．本日の卓話

『「固体マイナス水素イオン（商品名）エクセ

レントＺ」の服用効果報告』村津忠久会員

２．本日のゲスト

フィン・フォン・ミンさん（米山奨学生）

３．国際ロータリー第2720地区ガバナー杉谷卓紀氏

より、今年新会員を推薦した会員に対し認証ピン

が贈呈されます。森園伸也・中尾誠・大野雅治

各会員推薦者の平野英壽会員にスポンサーピンが

届きましたので、本日ご披露しお渡し致します。

４． ３月６日（木）18：00～ホテルサンバリーアネック

スに於いて、「ＲＩ2720地区大分第３分区会長・幹

事会」が開催され、森　宗明会長が出席致しました。

５．別府市近隣７ＲＣ合同親睦ゴルフ大会のご案内

　　日　時　平成20年４月29日（火・祝日）

　　　　　　８：30集合

　　　　　　９：00開始（ＯＵＴ・ＩＮ同時スタート）

 場　所　別府国際ゴルフ倶楽部扇山ゴルフ場

　　　　　　（  0977-24-2433）

 ホスト　別府東ロータリークラブ

 参加料　ゴルフコンペ　3,000円（参加賞、賞品代含む）

　　　　　　懇親会　5,000円

 参加締切　４月15日（火）

＊表彰式・懇親会はプレー終了後、午後６：00よりホテ

ルサンバリーアネックスにて行います。詳細ご希

望の方は、幹事または事務局までお申し出下さい。

６．第９回定例理事・役員会報告

（平成20年３月４日（火）13：40～トキハ別府店 例会場 ７名）

報告事項

１）別府中央ロータリークラブ創立20周年実

行委員会の件

日　時　平成20年３月13日（木）19：00～

場　所　東京一うどん

実行委員：鳴海淳郎、村津忠久、溝部仁、椛田健治、

河村貴雄、平野英壽、森宗明　各会員

審議事項

１）「花見例会兼新会員歓迎会」の件。※承認

 　日　時　平成20年４月１日（火）

 　　　　　18：30～例会

　　　　　　　例会終了後～お花見

　　　場　所　春香苑

　　　会　費　4,000円

２）３月・４月例会予定の確認

３月４日「あなたはなぜ、ロータリークラブにいるのですか」

ＲＩ会員組織ゾーンコーディネーター　永冨　稔　氏

　11日『「個体マイナス水素イオン（商品名）エクセレントＺ」

の服用効果報告』村津忠久会員

 　18日「家族の絆と愛」梅津ヤヨイ会員

 　25日「創立19年周年記念例会」鳴海淳郎会員

４月１日「花見例会兼新会員歓迎会」

 　８日「会員卓話」近藤賢司会員

 　15日「会員卓話」後藤孝弘会員

 　22日「会員増強フォーラム」高田由子会員

３）その他

　　　○「ダメ。ゼッタイ。」募金箱の件。※（回覧）承認

７．お祝い（２月19日（火）のお祝いが抜けておりました。お詫び致します。）

会員誕生日　　津末美代子会員（２月22日）

　　　　　　　上妻　　浩会員（３月14日）

＊記念品をお渡し致します。

結婚記念日　　村津　忠久会員（３月15日）

＊ご自宅にお花が届きます。

配偶者誕生日　　中島　小春さん（２月24日）

　　　　　　　近藤なな子さん（３月17日）

＊記念品をお渡し致します。

８． 例会変更のお知らせ

佐伯MARINEＲＣ ３月21日（金）の例会は、職場

訪問例会の為　同日12：30～興

人（佐伯工場）に場所変更

日出ＲＣ ３月25日（火）の例会は、定款

第５条第１節（Ｃ）に基づき休会

豊後高田ＲＣ ３ 月25日（ 火 ） の 例 会 は、 創

立記念日を祝う例会の為　同日

18：00～四季割烹　向日葵に時

間・場所変更
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大分ＲＣ ３月25日（火）

大分城西ＲＣ ３月26日（水）

大分臨海ＲＣ ３月31日（月）

９．次週の予定（＊原稿をお願い致します。）

『家族の絆と愛』梅津ヤヨイ会員

『会員コラム』椛田健治会員

10． 本日の回覧

①もみじ谷植樹作業（３月16日）出・欠席

②RI第2720地区2007-2008年度　地区大会

（５月17日･18日）出・欠席

③大分ヒートデビルズ公式戦ご招待

　（３月29日）出・欠席

④別府市近隣７ＲＣ合同親睦ゴルフ大会

　（４月29日）出・欠席

11． 本日の配布

①週報　No.903

②「一人のロータリアンとして如何に奉仕するか」

鳴海淳郎Ｒ情報委員長

スマイルボックス 委員長　赤嶺　リサ

○村津会員

　４月13日に開催される「第21回べっぷ鶴見

岳一気登山大会」の参加者募集は、２月１日か

ら始まりましたが、定員200名で締め切りの「い

だ天天狗タイムレース」は、去年より９日早く、

２月14日で満員、定員1000名の「のびのびさ

くらウォーク」は、昨年より12日も早く、昨

日の朝、定員を越しました。「ゴーゴーハーフ

ウォーク」は無制限ですので、この方の更なる

参加者増加を祈りましてスマイル。

○平野会員

　今日はふしぎな事がありました。赤嶺会員が

余裕で食事をしていました。クラブ奉仕委員長

としてうれしい (^o^)

　又、フォン・ミン、おかえり。ベトナムのお

正月はどうでしたか？

○後藤（隆）会員

　所用の為、早退します。

○近藤会員

　今日は米山奨学生のフィン・フォン・ミンさん

がゲスト出席！！いつも明るい笑顔に本当にいや

されています。彼女のたやさぬ笑顔にスマイル。

○中島会員

　家内の誕生祝い、有難う御座います。今年、

81才になります。80才台を２人手を組んで元

気にボケない様に乗り切りたいものです。

○赤嶺会員

　やっとあたたかくなってまいりました。

　高宮様、ようこそいらして下さいました。

　フィン・フォン・ミンさん、今日もしっかり

頑張って下さいね。

　今年の春のセンバツに、別府から16年ぶり

に明豊が出場致します。皆さん、応援宜しくお

願い致します。

　村津会員、本日の卓話しっかり聞いて勉強さ

せて頂きます。

卓　　話 村津　忠久

－健康増進委員会報告－

「固体マイナス水素イオン

（商品名）エクセレントＺ」の服用効果報告

　１月29日例会に於ける

委員会報告で「水素イオン」

の効用に就いてお話を致し

ました。

　その折、２月中旬の血液

検査を踏まえての再度報告

を約束しましたが下表の通

りです。

■血液検査値の変化

この表から判ることは

１）前立腺癌マーカー（ＰＳＡ)が驚異的に下

がった事。

２）前立腺癌治療の為の皮下注射、及び、投薬（カ

ソデックス）に因り悪化した肝機能が、エク

セレント服用70日で、正常値まで改善され

たこと。

３）脂質及び腎臓機能に関連した数値も改善さ

れておること。

の例会は、定款第

６条第１節（Ｃ）

に基づき休会
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　私共では、私の他に家族４人が昨年10月から、

或は12月末から服用しております。夫々に効果

の出ている症状は色々ですが、全て好結果に繋が

り、感謝しつつ、服用を続けています。

　年令の若い人は少量（一日２錠）でも効き、高

齢者は増量した方が効果的であることも段々判っ

てきました。

　次回は６ヶ月後に数値の変化を報告させて頂き

ます。

　何はともあれ、「予防に勝る治療なし」が大原

則です。

　元気な時から、食事を含めて、生活習慣に御留

意の程をお願い申し上げます。

４）私の血液は、生涯献血回数257回が示すよ

うに元々健全でしたが、その後多用した鎮痛

剤の副作用から慢性貧血症状となり、７年を

経過しています。エクセレントの服用70日

で若干の改善が見られますので、今後の検査

結果が楽しみです。

　その他、自覚症状として

１）膝痛から解放され、階段の上り下りが楽に

なった。ラジオ体操の跳躍運動も出来ます。

２）服用後50日で、10年来悩ませられてきた「寝

汗」を全くかかなくなった。

３）服用後60日頃から、鼾（いびき）も全く

出なくなり、家内が喜んでおります。

E-mail:info@beppu4rc.jp

　３月10日は、63年前の昭和20年の敗戦の年、

東京の下町を中心に数百機のＢ２９爆撃機が高度

300ｍの超低空で空襲をした日です。そのため一

帯に大火災が発生し、推定10万人の方々（殆ど

は非戦闘員いわゆる一般市民）が、主に火災によ

り亡くなりました。

　６月の沖縄戦の敗北、さらに８月に入ってから

の止めを刺された原爆投下、ソ連の参戦等の前に

実際にその空襲を体験した人々は、この世の終わ

りを感じたと思います。もっとも大部分の国民は

報道管制により知らされておりませんでした。

　話は変わりますが、私は現在、国家資格を取得

すべく勉強中であり、憲法も重要な科目の一つで

あります。内容に詳しく触れるスペースはありま

せんが、日本国憲法を戦勝国（主にアメリカ）か

ら押し付けられたもので、日本人の本心じゃない

などと未だにいう人があとをたちませんが、あの

空襲を含め、戦争の残虐さや恐ろしさを身を持っ

て体験した人々にとっては、この日本国憲法は本

心であり、救いであると断言していいと思います。

 次回は、椛田健治会員です。

会員コラム 上妻　　浩

両親・祖父母を含む広い 
意味でのご先祖様全部 

先生・友達を含む 
社会全般 

たかが うどん　されど うどん

① 予防に勝る治療なし。 
イ． 長生きは粗食、正直、日湯、陀羅尼　折々御下風遊ばさるべし（天海僧正） 

　 〈翻訳〉　健康は正食　正直　日湯　合唱　放つ楽しみ大切に（村津） 

ロ．食事（食は事業＝食材にこだわる） 

・糖質、蛋白質、脂質、ビタミン、ミネラル、カルシウム、ビタミンＣ 

・８種類以上800グラムの野菜・海草類・きのこ類 

・消化器官の癌予防 ＝ だし昆布、ワカメ、モズク（Ｕ－フコイダン＝多糖類の一種） 

・納豆（ナットウキアーゼ） 

ハ．運動の目安 

○一週間の運動量＝120分～180分（年令による） 

　（但し、１回の運動量から15分天引き） 

　　運動の質＝（220－年令）×　　＝心拍数 

　（例）50才の場合＝（220－50）170× 

○ゴールドストレッチ（男性専科）300回 

ニ．生き甲斐（プライド＝それぞれの生活美学） 

② 長期の睡眠不足は骨を変型させる。 
○ 毎晩３～８時間は熟睡しよう 

③ ストレスをなるべく起さない為に－家族の価値観を同一にし、筋を通す。 
イ． 食前の言葉 

● 「み仏　　　　　　　　　　　とみな様　　　　　　　　 のお陰により、 
● この御馳走を恵まれました。 
● 深く御恩を喜び、ありがたく頂きます。 
● 体を正しく、言葉を優しく、心を穏やかに致しましょう。」 

ロ．五省（海軍兵学校） 

○至誠に悖るなかりしか 

○言行に恥ずるなかりしか 

○気力に欠くるなかりしか 

○努力に憾みなかりしか 

○不精に亘るなかりしか 

 

④「祈　　り」＝ 全てに感謝。自然と社会全般への虞（おそれ）。 
「精　　進」＝ 当たり前の事を毎日継続して実行すること。 
「動機付け」＝ Motivation

たかが うどん　されど うどん
東京一うどん　店主　村津　忠久 

うどん（饂飩）

奈良時代に中国より伝来、平安期に発達。 
原形は熱い湯の中に入った餡入り団子。 
熱麦・冷麦→うどん（江戸時代） 
ひもかわ－芋川－きしめん（紀州麺） 

ハ．四つのテスト（ロータリー） 

○真実かどうか 
○みんなに公平か 
○好意と友情を深めるか 
○みんなの為になるかどうか 

◆◆◆ 健　康　雑　学 ◆◆◆ 

○水：食塩＝6.6：１（乾）＝５：１ 
○小麦粉（100g）349キロカロリー 
　　炭水化物＝73.7g　蛋白質＝9.5g　脂質＝1.8g 
　　ナトリウム＝２mg 

○にがり・米酢・無塩・・・・・・当店 

0.7 
0.6

0.7＝119 
0.6＝102
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Ｈ19. 11. 25（日） 
大分県立生涯教育センター 

大分第九を歌う会・村津事務局長の健康雑学 
号外 

　この報告記は、雑誌「壮快・2007- ６」の記事の中で東京の九段クリニック理事長・阿部博幸
医学博士が述べたものを加味して、私自身の体験を記しました。 

　加齢による色々な老化症状防止の決め手　 
　今、必要では無い方も、知っておく事は将来のために有益だと思います。 

「固体マイナス水素イオン（商品名）エクセレント」に就て 

問い合わせ先：〒874-0904　別府市南荘園町５組　TEL 0977-23-0743  FAX 0977-23-0754

飲みやすい錠剤で（一日６錠）一ヶ月分・180錠＝￥15,000－ 
初回と２回目は代引で、３回目から口座振替となります。 

直ちに購入（会員登録）希望者には、私から会員登録用紙を送ります。 
住所、氏名、電話番号をFAXまたは郵送して下さい。 

「固体マイナス水素イオン・セミナー」記録のDVD（１時間６分） 
希望者は ￥1,500－（郵便小為替）を郵送して下さい。 

　私の家族のひとりが十数年前

から苦しめられてきた子宮筋腫

が改善したり、別の家族が酷い

生理痛から解放されたりしたの

を間近に見て、私の膝痛（階段

を上る事が不可）にも有効では

ないかと考えて、12 月８日から

飲用を始めたところ、３週間後

の 12 月 28 日には、新別府病院

の駐車場に上る 28 段の鉄板階段を普通の速さで上る

事が出来ました。以後、家内共々朝夕３錠づつ、毎日

飲んでおります。 

　症状は其れ其れ、いろいろと異なるのに、全てに対

して効くのは何故でしょう。 

　それは「ルルドの泉」と同じ効果だと言うのです。

ルルドの泉とは、フランスのピレネー山脈の麓の小さ

な町・ルルドに湧く水で、「奇跡の水」といわれ、昔

から、この水を飲んだ多くの人が、癌をはじめとする、

さまざまな病気から救われております。 

　この水を分析したら、水素イオンの含有量が非常に

高い事が判りました。 

　つまり、ルルドの水による奇跡の秘密は、水素イオ

ンにあるのではないか、と考えられるのです。 

　固体マイナス水素イオン（エクセレント）は、その

水素イオンを水で飲もうとしたら、２ ペットボトル

200 本分を１錠の中に含有しております。 

　水か白湯で飲まれたエクセレントは、水分に溶けた

瞬間にマイナス水素イオンとなって脳をはじめ体内の

隅々まで、くま無く浸透して、健康を蝕む「活性酸素」

に働きかけます。 

　活性酸素とは、体内の酸素が化学変化を起こしたも

のです。いわゆる「体のサビ」を作る物質で、老化や

癌、生活習慣病など、様々な病気の原因になります。 

　本来、活性酸素は、体内に入ってきた細菌やウィル

ス等の異物を攻撃する、という重要な役割があります。 

　しかし、現代の社会では、環境汚染などの影響で、

活性酸素が体内で過剰に発生する事が判明しました。 

　なんと、活性酸素が増えすぎると、体内の異物だけ

ではなく、正常な細胞までも攻撃してしまうのです。 

　活性酸素によって傷つけられた細胞は、癌細胞に変

わりやすくなります。血管が傷つけば動脈硬化を促進

し、脳や心臓の血管が傷つけば脳梗塞や心筋梗塞を引

き起こす可能性が高まります。膵臓の細胞が傷つけば

糖尿病に、内臓が傷つくと代謝機能が低下します。 

　もともと、私たちの体には、増え過ぎた活性酸素を

除去する働きがありますが、加齢によって、この機能

は次第に低下してしまいます。 

　つまり、年を取ると病気になりやすくなるのは、蓄

積した活性酸素が原因だと説明できるのです。 

　その増え過ぎた活性酸素を除去するのが、マイナス

水素イオンの仕事です。 

　マイナス水素イオンは、水素原子に対して、電子（－）

が１つ余分に加わった状態のものです。この余分な電

子の働きにより、体内に入ったマイナス水素イオンは、

素早く活性酸素と結びつき、水に変わります。 

　つまり、マイナス水素イオンは、有害な活性酸素を

無害な水へと変え、体外に排出してくれる働きをする

のです。 

　この固体マイナス水素イオン（エクセレント）は発

明・製造されたのが最近の為、医薬品ではなく、健康

食品です。入手する為には会員としての登録が必要です。 

 

マイナス 


