
・点　鐘　吉島会長

・ソング　君が代　奉仕の理想�

・四つのテスト斉唱　矢島（高）職業奉仕委員�

・卓　話　増島宏徳会員�

【会長報告】

　５／３～５、タイでロータリーの世界平和シ

ンポジウム。６日から本大会で、今日で終わり。

バネルジーＲＩ会長はインド出身という事も

あるのでしょうけれども基調講演はスーダン

の元少年兵、５日はリベリアの女性でノーベ

ル平和賞受賞者の講演。戦争や貧困の現状を

ロータリアンに分かってもらおうというのが

感じられます。本大会の会議では、ポリオは残

り３か国だったが中国やタジキスタンで再発、

「２億ドル」達成後も当分やっていくとの事で

す。タイ市内で開催された“２５７０地区ナイト”

の内容については未だ聞いておりません。来

年は６／２３～２６リスボンで開催との事です。

【幹事報告】

・第１２回役員会開催。前回議事録確認、６月

　プログラム、承認。５／１６よりクールビズ。

　夜間例会は４２名出席。親睦旅行は４１名参加。

�・５月ロータリーレート　１＄＝８２円�

・訃報：５／７（狭山中央）山内会員（享年６３才）

�◎事務所移転のお知らせ�

◇所沢東ＲＣ�新住所

　〒３５９―１１２７所沢市星の宮１―４―１７

◇所沢西ＲＣ�新住所（５／１７より）

　〒３５９―１１４３所沢市宮本町２―２２―２５角田ビル３Ｆ

【委員会報告】

◎親睦活動委員会　　　　　　　  中里（忠）君

　６／９・１０親睦旅行は４１名のご参加、有難う

ございます。旅行会社の依頼で代金は全額事

前入金のため、次週、次々週例会でご集金。

シングル６万７千円、ご夫婦１４万円です。

◎次年度幹事　　　　　　　　　　　島田君

　４／２４～２６、５／１と座談会にはほとんどの

方に出席頂き有難うございました。「次年度計

画書」は５／１６例会までに提出をお願いします。

◎飯能新緑ツーデーマーチについて 吉田（行）君�

　５／１９・２０参加される方は事務局まで。

【出席報告】無断欠席なし　　増島出席委員長

【Ｍ　　Ｕ】

４／２４（日高）山川君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・この度、京セラソーラーＦＣ入間西店として太陽光のお店と

　して登録しました。又、皆様に大変お騒がせを致しまして申

　し訳なく思います。有難うございました。　     細田（伴）君�

・卓話をよろしくお願いします。  土屋（崇）君�

・遅刻　　　　　　　　　　　　　　小川君�

・早退　　　　　　　　　大河原君、大野君�

本日計７，０００円、累計額１，０６７，１２５円。

◎１６日例会当番は田辺会員、高橋会員です。�

【卓　　話】

　Ｈ１４年に１６２０万人だった糖尿病とその予

備群が今は２２１０万人。国や医療関係で問題に

なっています。食事、運動不足が関係しており、

今、世界で一番多いのが中国。昔は栄養状態が

悪かったので少なかった。２位はインド。正に

経済と結びついています。３位が米国で、日本

は６位。糖尿病が怖いのは、からだ中を傷つけ

ていく病気だからです。血管が傷つくと網膜

症から失明したり足の神経に行くと足が痺れ

たり、ＥＤ（勃起不全症）も起こる。腎臓に来ると

糖尿病性腎症。最終的に透析となると、月４０万、

１年で医療費が約５００万円もかかってしまう。

国も力を入れ、「特定健診」で早めに治療して

もらうようにしている。早期なら食事、運動療

法で元の血糖値に戻る事もあるし経口糖尿病

薬も非常に良くなっているのでインシュリン

を注射したりしなくても経口薬だけで天寿を

全う出来るようになって来ています。運動不足、

ストレスで急に発症もし、「私は大丈夫」とは

言えません。検査しなければ分からないので

早めに見つけ、治療して頂きたい。

（以下、スライド参照）糖尿病には１型と２型

があり、皆さんがなるのは大体２型。１型は子

どもの時に発症、インシュリンを使わなけれ

ばいけない。大人になってからの２型は、食べ

過ぎ、運動不足等で、血管の中にブドウ糖が溢

れる（高血糖）状態が続くと発症します。血管

の内皮を傷つけ、小さい血管から始まり、大き

い血管にも障害が及ぶ。正常なら、食べ物が入

ると、空腹時に肝臓から出ているブドウ糖は

膵臓のランゲルハンス島から出るインシュリン

という物質によって抑えられ、出なくなります。

インシュリンはヒトの６０兆の細胞、筋肉の中に

ブドウ糖という栄養を送り込む働きをしてい

て、細胞にくっつくとＧＬＵＴ４という物質が

細胞の中から外に出て、中に入ります。細胞が

「家」だとすると、インシュリンは「鍵」。入って

来た栄養で細胞が元気になって動いていると

いうのが人間の正常な状態。ところが、インシ

ュリンが正常に働かないと、空腹時と同じよ

うにブドウ糖が溢れてしまう（糖新生）。また、

細胞は糖を取り込めず血管[血液]の中にどん

どん糖が溢れてしまう。この、空腹時の高血糖

の状態が長く続くのが糖尿病という状態です。

２型には、インシュリン分泌が遅れたり、少な

くなる事で血糖値が上昇するタイプと、もう

１つ、インシュリンが出ているのに糖尿病にな

ってしまう場合があります。インシュリン感

受性が弱くなった、効きが悪くなった状態で、

体質や肥満、脂肪食の採り過ぎ、ストレス等が

原因。今はこちらのタイプが増えています。

　糖尿病の３大合併症は「神経障害」「腎症」「網

膜症」。どれも細い血管が

問題でしたが、この頃は

冠動脈等の大きい血管が

問題になっており、「心筋

梗塞」「脳梗塞」に繋がる。

糖尿病は“全身の血管の

病気”と言えます。

　空腹時血糖１２６以上、

食後血糖値および７５ｇ

ブドウ糖負荷試験の値が２００以上で、ヘモグ

ロビン（Ｈｂ）Ａ１ｃ値が高ければ糖尿病が強

く疑われ、それに、口渇、体重減少、多飲、多尿

の症状があれば１回の検査で糖尿病と診断し

てよい事になっています。ＨｂＡ１ｃ値だけが

正常あるいは高い場合は再検査。正常型と糖

尿病型の間が境界型、“予備群”で、５～６人に

１人という数です。理想はＨｂＡ１ｃ値「５．８」

未満（ＪＤＳ値）ですが、糖尿病はある程度進むと

治りも悪くなるため治療中の方は「７以下」を

目標にします（※４月よりＪＤＳ値は国際基準のＮＧＳＰ値に）。

食後の血糖値が高いのは糖尿病の始まりのサ

イン。軽症糖尿病ではインシュリン分泌が遅

れ、血管を傷つける状態が続くと合併症が起

きてしまいます。なるべく早く気づいて治療

すれば元の状態に戻り易いわけです。

　治療の基本は食事療法と運動療法。“生活習

慣の是正”です。食事は「腹八分」より「七分目」。

血糖値を動かさないのが良く、食事回数は多

くても良い。昔、職人が１０時と３時におやつを

食べたのは血糖値には良かった。夜もお酒だ

けでなく規則正しく食べる。ゆっくりよく噛

んで１日３０種以上。おかずの方が高カロリー。

ご飯だけ抜くのはだめ。摂取カロリーをかな

り減らさなければ効果は出ません。運動する

事でブドウ糖の利用を増やし、インシュリン

の働きを良くし血糖をコントロールします。

ＧＬＵＴ４が無くてもブドウ糖が吸収される

時もあります。運動してはいけない疾患は事

前にチェック。有酸素運動、ゆっくりした運動

が良い。脂肪エネルギーが使われ始めるのは

開始１５～２０分後。ある程度やらないと脱水

だけで脂肪は減らない。１００ｋｃａｌ消費するのに

散歩で３０分、自転車２０分、ジョギング１０分、

水泳５分。薬物療法では、経口薬の選択肢も

増え、組み合わせれば注射を毎日しなくても

コントロール出来るようになって来ています。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

※次週の例会案内は省略。
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すれば元の状態に戻り易いわけです。

　治療の基本は食事療法と運動療法。“生活習

慣の是正”です。食事は「腹八分」より「七分目」。

血糖値を動かさないのが良く、食事回数は多

くても良い。昔、職人が１０時と３時におやつを

食べたのは血糖値には良かった。夜もお酒だ

けでなく規則正しく食べる。ゆっくりよく噛

んで１日３０種以上。おかずの方が高カロリー。

ご飯だけ抜くのはだめ。摂取カロリーをかな

り減らさなければ効果は出ません。運動する

事でブドウ糖の利用を増やし、インシュリン

の働きを良くし血糖をコントロールします。

ＧＬＵＴ４が無くてもブドウ糖が吸収される

時もあります。運動してはいけない疾患は事

前にチェック。有酸素運動、ゆっくりした運動

が良い。脂肪エネルギーが使われ始めるのは

開始１５～２０分後。ある程度やらないと脱水

だけで脂肪は減らない。１００ｋｃａｌ消費するのに

散歩で３０分、自転車２０分、ジョギング１０分、

水泳５分。薬物療法では、経口薬の選択肢も

増え、組み合わせれば注射を毎日しなくても

コントロール出来るようになって来ています。

※この写真は車乗入れ禁止前のものです。

※次週の例会案内は省略。

カルヤン・バネルジー

立 原 雅 夫

当 番 塩野君、土屋（良）君

こころの中を見つめよう　博愛を広げるために

＋ガンバレ！日本のロータリークラブ～継続できるロータリークラブとは～

吉 島 一 良 間 邉 元 幸

例会場：マロウドイン飯能

曇

増島宏徳会員

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率
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糖尿病について

月   日
当　番

［担当委員会］例会数 行　事　予　定

新 井 君
雨 間 君

矢島（高）君
吉田（行）君

［会長・幹事］

馬 場 君
藤 原 君
［会長・幹事］

［プログラム］

バズセッション「飯能を考える」

バズセッション「ロータリーとは」

市川洋太郎会員 馬場正春会員

矢島 巌会員石井道夫会員

クラブ協議会

クラブ協議会

平成２４年６月のプログラム
（月間テーマ  ロータリー親睦活動月間）

【四つのテスト】

吉 澤 君
安 藤 君
［プログラム］

【結婚・誕生日祝】


