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◆4 つのテスト◆
言行はこれに照らしてから
① 真実かどうか？
② みんなに公平か？
③ 好意と友情を深めるか？
④ みんなのためになるかどうか？
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２００９年～２０１０年度
国際ロータリーのテーマ

平成 21 年 9 月 1 日
今週の卓話

No.2035

次週の予定

の例会記録

田川インターアクト委員長

先週の例会報告

野球部会 会長 中村

36 名

欠席者 7 名

4 名 その他免除

0名

83.72％

前々回 8 月 4 日分
ホームクラブの出席者

36 名

メークアップの結果

43 名

重一 氏

ロータリーソング
「手に手つないで」

「四つのテスト体操」

ニコニコ箱

◆ 出席報告
47 名 出席数

葉子 氏

ゲスト 大東市スポーツ少年団

（9 月 8 日）

「大東インターアクト創立 33 周年に因んで」

出席率

(No.2034)

ゲストスピーカー ウイズハーブ 若林

中村青少年奉仕委員長

特定免除

ジョン・ケニー

（9 月 1 日）

「新世代のための月間に因んで」

会員数

H21.8.25

国際ロータリー会長

81.81％

特定免除

3名

その他免除

0名

欠席者

1名

修正出席率

97.72％

・入会記念日自祝

岡本

日出士 君

・橋本正幸さん いつも有難う

谷中

清孝 君

・メーキャップなしお詫び

大東

弘

君

会長の時間

谷中

清孝 会長

こんにちは。まだまだ暑い日が続いております。
先週、西垣ガバナー補佐をお招きしての例会でありま
した。地区方針の確認、そして各クラブの現状をお話し
していただきました。
その日の夕方、守口パインズホテルにて３組の幹事会
があり、藤本幹事と共に行って参りました。
会議の内容は、ＩＭについて・事務局費の問題・メンバーの減少等でした。
特に印象に残ったのが、メンバー数が１６名とか２０名のクラブにおいては、これ
からの運営が出来ないかもしれない・・・。次年度に周年を迎えるのですが資金が無
いとか、今の世情を物語っているように感じました。
８月２３日２４日、大阪の各地で地蔵盆がありました。本来旧暦の７月２４日に地
蔵菩薩のお祭りとして行われていたようです。地蔵祭りとは、町内の人々がこの日に
向けて地蔵像を洗い清め、新しい前垂れを着せ化粧をして飾りつけて、地蔵の前に集
まって「提灯」を釣ったり、お供え物をしたりして「提灯」に子供の名前を書いて奉
納する風習があります。だいたい男の子は白、女の子は赤と決まっており、子供の守
り神として毎年飾られます。いわゆる子供のお祭りです。
我々大人として、そういう風景を見るたびに何かホッとした気持ちになり心が和む
ような気がします。
来週の日曜日は、いよいよ衆院選の投票日です。結果は分かりませんが、どちらに
しても今の日本の政治･経済・生活が大きく変わるということは間違いない事実です。
私達も各自、自信の信じた人に一票を投じたいと思います。

委員会報告

◎社会奉仕委員会

田中

【 兵庫県西・北部豪雨災害

啓之

委員長

義援金のお願い 】

報道等でご存知のように、兵庫県佐用町・上郡地区にて甚大な被害を被る事態とな
っております。一刻も早い復旧の手助けとなるよう、義援金のご協力をお願いします。
皆様の温かいご支援をどうぞよろしくお願い致します。

◎インターアクト委員会

田川

和見

委員長

【 ２００９～２０１０年度 インターアクトクラブ年次大会のご案内 】
本年度インターアクトクラブ年次大会を清風学園中学校・高等学校インターアクト
クラブと大阪南ロータリークラブのホストにより、下記の通り開催されます。
つきましては、インターアクターは勿論、関係ロータリアンの皆様に多数ご参加い
ただきますようお願いとご案内を申し上げます。
日

時：２００９年９月２７日（日）

ＡＭ９：３０～

開催場所：清風学園中学校･高等学校
〒5430031

◎青少年奉仕委員会

大阪市天王寺区石ヶ辻町１２－１６

中村

眞也

委員長

先週の卓話
「ミドルエイジからの食と頭皮ケア」
東村
ウィズハーブ

代表

若林

正剛
葉子

会員
氏

大東ロータリークラブ会員であり、株式会社日の出組代表
取締役であられる東村様からご依頼を受け、皆様の前でお話
しする機会を賜りました。
今回のテーマは、とても関心の高い分野だと思いますので、
若々しさとはという点と食と頭皮ケアにテーマを絞って、お
話をさせていただきたいと思います。
まずは己を知る。
自分が持っている自分のイメージは日ごろから鏡に映る決まった自分の姿です。
人は鏡の前では一番自分がかっこよく、または美しく映る方法を無意識で探って、
ベストポーズで映るらしいのです。
しかも静止状態です。動いて、いろいろな表情や角度で人から見られる自分を意識
することはとても難しいことです。動いている自分、誰かと会話する自分をビデオや
全身鏡で見てみることを定期的になさってみて下さい。
次に女性がどんな時に、又どんな男性に「若々しさ」を感じるのか。ミドルエイジ
以上の男性にとって、若々しく見られるイコール「魅力的」な男性であるとも言い換
えられるのではないでしょうか？
若々しい行動力とは。
自立した精神性、その中でも常に前に突き進む力とバイタリティーが開拓精神です。
そして多くの人々から信頼を得たうえで采配し先導する能力のあるリーダーシップ
のある男性。
挑みかかるパワー狩猟本能。最後に判断力。判断力には過去を顧みる謙虚さ、先を
見通すセンス、環境を見定めるバランス力、チャンスを逃さない瞬発力とが必要とい
われます。
若々しさを表す生き生きとした印象は。
人の印象を左右する大きなものに会話能力があるでしょう。聞き上手になる心の余
裕だけでなく、論理的でリズミカル、わかりやすく相手を飽きさせない内容の組み立
て。そしてユーモアーのセンスを持っているか。プラス、忘れてならないのが声。女
性は本能として、低い声により男性の魅力を感じるようです。ただ低いだけではいけ

ません。よく通り声量もしっかりしていると多くの人の耳に心地よく届き、印象的で
す。この発声には声帯の機能だけではなく、腹筋、背筋、肺活量が必要です。だから
こそよく届く声は若々しさを感じるのでしょう。
そして、次のポイントは男性が持っている少年の部分。少年の心を忘れないでほし
い。これは女性の願望であり、諦めでもあります。
いつも希望と夢、時にはバカバカしい遊び心がある。精神の柔軟性はこうして保た
れるのではないでしょうか？そういう男性には、年齢によらず、はつらつとした魅力
を感じます。
そして、本日最もメインとなる内容の容姿。
実はその人の第一印象を左右するものに、姿勢維持力があります。老人を演じる時
の姿勢をご存じでそうか？少し膝を曲げる、肩を前に出す。下腹を突き出し、手をお
へそより下で組む。では、若い人物を表現するには、どうでしょう。肩は力を抜き少
し後ろに引く、少しあごを上げて、下腹をへこまし、胸襟を張る。視線はまっすぐ前
を向き、手はおへそより上で動かす。姿勢がよい状態で保たれると生き生きと見え、
そうでない場合と比べて見た目のすっきり度も違ってくるようです。
そして、ファッションセンスとヘアスタイル。頭髪は量だけでなく、自然なつやが
ありコシがあること。細く弱々しい髪は年齢を感じさせてしまいます。また、清潔感
を左右する大切な部分でもあります。そして、豊かなで活発な表情。
今までの説明でやはり若々しくいるためには健康で活気ある状態を維持すること
が大切であるとおわかりいただけたことでしょう。
ハーブの世界では、心と体の健康を維持するためには、必要な栄養をきちんと摂取
し吸収し、不必要なものは排出することだと、古くから考えられてきました。適度で
無理のない運動、規則正しい生活のリズムも大切ですが、これを維持するだけの基礎
的な体作り。それが栄養吸収＋排泄の整った状態なのです。
健康維持の礎は消化器系であるといっても過言ではありません。
芳香性健胃ハーブにミントやレモンの香りのハーブがあります。すっきりした刺激
で胃の不快感を取り去る働きが大きいようです。苦味健胃に働くハーブで有名なもの
はローズマリー、タイム、セージです。また食べ物は腸で最終消化分解が行なわれて
います。この機能を担っているのが、大腸フローラといわれる大腸の細菌群です。何
と、食べ物の消化の半分程度はこの大腸にいる細菌群が担っているのです。
エネルギーが供給されることで人は体力を維持し、精神力を維持します。睡眠をと
り傷ついた神経系を修復するにも栄養が必要ですし、きちんと修復がお行われないと、
傷ついた神経系が強いストレスを受け続け、過剰に痛みを感じたり、免疫力低下も引
き起こしてしまいます。

同じように、排せつも大切です。排泄に大きく役割を持っているのも植物の力、食
物繊維です。特に根は腸まで維持するタイプの食物繊維を持っているものが多いとい
われ、善玉菌のエサになるだけでなく、便の排出を促し、腸内環境を改善します。ま
た、根のものは傷ついた細胞や神経系の修復に力を貸してくれます。代表的なものに
タンポポの根やチコリの根、ジンセン（人参）類があります。免疫力を高めるハーブ
としても有名なエキナセアも含まれてくるでしょう。
血行を良くして体の隅々に栄養を運ぶ働きのあるハーブもあります。ローズマリー
やイチョウです。特にこれらは脳の若返りのハーブとも言われ、活発な血行促進によ
って集中力、記憶力を高め、基礎体力が充実し、かぜや冷え症、免疫力低下などにも
利用されます。
血流促進作用が高いガーリック。いわゆる血液の若返りハーブといわれていて、エ
ネルギー活性を高めて疲れにくい体を維持する能力を助けてくれます。いろいろな意
味で傷を速やかに修復して若々しさを維持させてくれるハーブではホーステール（ス
ギナ）やアントシアニンを多く含むブルーベリーなども有名です。
それら栄養を運ぶ血液を作るハーブにネトルがあり、これは何と「緑の神」とまで
呼ばれています。あらゆるアレルギー、毒素排出、体質改善などに利用されます。
こうして、十分にエネルギーをチャージされた体は、生き生きと活気づいて、若々
しいバイタリティーにあふれています。
ただ男性にとって、どうしても気になるのが毛髪のことです。心身が充実しエネル
ギッシュな方でも悩んでいることが多いようです。
もちろん豊かな毛髪は魅力の一つですが、意外に女性は気にしていないものです。
よく誤解が多いといわれるのも頭皮ケアです。
毛髪はどのようなサイクルで生えてくるのでしょうか。頭髪は 10～15 万本あり、
1 日に自然脱毛で 50 本から 100 本抜け落ちます。毛髪の寿命は意外と長くて男性で
3～5 年。成長速度は月に 1.2 センチ程度です。
まず世にいう毛母細胞が細胞分裂を始めると髪の毛が発育を始めます。このように
成長期を経て成長後期に至ると、周囲の毛母細胞が分裂を始めます。それに促される
ように退出期を迎えて抜けてゆくというわけです。
これを知ったうえで、ケアの誤解を確認してみましょう。
シャンプーは日に何回行うのがよいか？
毛穴に脂分がたまると雑菌が繁殖したり、毛乳頭が圧迫されて細くなる。といわれ
ていますが、通常シャンプーは 1 日 1 回。季節によっては 2 日に 1 回がよいとされ
ています。なぜなら、頭皮の皮脂は本来必要があって分泌されています。それは、非
常にデリケートは頭皮を紫外線やそのほかの刺激から守るためです。必要以上に皮脂
を洗い流すことを繰り返すと、不足する皮脂を補うためにますます分泌量が増し、ひ

いては雑菌が繁殖やすい頭皮を作ってしまいます。
頭皮に刺激は必要か。
マッサージやブラシでたたくなども程度によるとされています。頭皮は通常の皮膚
よりかなり脆弱です。刺激を与えすぎるとすぐに炎症を起こしてしまします。炎症を
起こすと毛穴が委縮し、代謝に大きな影響を与えてしまいます。時には成長期の髪の
毛が抜けやすくなることもあるそうです。マッサージで血行が良くなるのはいいこと
ですが、たたいたり、強くブラッシングしたりせず、頭部全体を大きく包むようにし
て動かし、頭皮柔軟にして血行を促進することがいいようです。
脱毛の原因は男性ホルモン？それとも遺伝？
まず、男性ホルモンの影響はさほど大きくないようです。その理由として挙げられ
るのが、第 2 次成長期や男性ホルモンの分泌量が多い若年層に頭部脱毛がそれほど多
くない。ということです。老化が始まって柔軟性のない頭皮は、炎症や代謝異常を皮
脂の分泌によって起こしやすくなり、脱毛を起こすのではないかということです。
一度抜けると生えないのではないか？
決してそうとは言い切れなません。ただし、頭皮が完全に皮膚化してしまうと、生
えにくいことは確かです。
辛い物を食べると抜けやすいのか。
つまり刺激物についてです。辛いものを取ると活発に汗が出ます。その時に皮脂も
出るわけです。強いシャンプーを必要以上に繰り返すなど、皮脂分泌が盛んな方が、
辛いものを食べすぎた場合、脂漏性脱毛症に及ぶ危険が考えられますが、そうでなけ
れば適度に辛いものを食べることで血行が良くなるなど、良いことも多いとされてい
ます。
円形脱毛症はストレスから。
数年前まではそう考えられていましたが、現在では免疫障害が主な原因とされてい
ます。ただし、強いストレスを受け続けると血行が悪くなる、免疫力が落ちるなどか
ら、ストレスも原因の一部と言えなくはないでしょう。
では、育毛養毛効果の高いハーブを紹介しましょう。
お食事でのガーリック、ローズマリー。これらは血行促進作用、抗アレルギー作用
の高さから、頭皮に十分な栄養を補給し、アレルギーなどの炎症から起こる脱毛を予
防します。
ホーステール（スギナ）は組織の再生結合作用を促します。発育途中脱毛が目立つ
場合、毛根が傷ついている場合にお勧めです。
ヤロウは高い抗アレルギー作用の他、微量ミネラル成分の補給で強い毛を育てます。
お茶にして常用するにはタンポポ。毛髪のもとになるタンパク質の形成を助けます。
ネトルは体質改善、造血作用、浄血作用があり、タンパク質、ミネラルなども多く含

まれため、古くから発毛促進効果が知られているハーブです。残ったハーブティーは
頭皮のケアローションとして利用してもよいでしょう。エキナセアは有害菌の繁殖を
防ぎ、免疫力を高めます。アレルギー、炎症が気になる時にお勧めです。ビールの材
料で有名なホップは抗ストレス効果で有名です。強いストレスが続き、不眠症気味で
血圧が不安定な場合に脱毛が深刻に進むとされています。苦味が強いので、飲みやす
いハーブとブレンドして飲みます。
ラベンダーはシャンプーに混ぜて使うと消炎、抗アレルギー、かゆみ
をやわらげるなど、利用価値が高いハーブです。ティーツリーは脂漏性
脱毛症で炎症やかゆみが続く場合にお勧めです。すっきりした香りで爽
快感もあます。万能薬セージは、炎症を鎮め、菌が繁殖して化膿してし
まう場合に特に有効です。皮脂の異常分泌や汗が多い方にも向いています。ローズマ
リーは炎症を起こしている頭皮を引きしめ、かゆみを和らげます。フケが多く代謝異
常が続き、抜け毛が目立つ、白髪が急に増えるなどにも有効です。
シャンプーにハーブを利用したい時には、精油（エッセンシャルオイル）をお使い
のシャンプーに加えます。500ml 程度のボトルで 20 滴～30 適を目安に加えて下さい。
はじめての場合は、大さじ 1 杯程のシャンプーに１～３滴加えたもので試して下さい。
刺激を感じるようならすぐに精油の利用はやめましょう。
ヘアトニックは少量のアルコール（25～40 度の蒸留酒）に精油をよく混ぜたもの
をハーブティーに加えて利用します。精油は全体の１％を目安として下さい。
詳しい作り方を知りたい場合はどうぞメールなどでお尋ねください。
最後に笑顔についてお話しましょう。生まれて間もない赤ちゃんのほほ笑みは、
「天使の微笑み」と言われますが、これは原始反射とう遺伝子に記憶された反射です。
つまりほほ笑みは、誰にでもできるコミュニケーション手段なのです。そして昨今、
笑顔の若返り法が注目されています。笑顔を作ることで、血圧と血糖値が安定し、顔
の筋肉が刺激されて若々しい表情をキープすることができるというものです。笑顔を
作ってみてください。大好きな人の笑顔を思い出して下さい。口角が少し上がって、
瞳に明かりが宿り、ほほがすこし盛り上がります。その人が持つもっとも輝きのある、
若々しい表情、それが笑顔です。健康のためにも、大切な人と笑顔の時間を作る。そ
れが本当の若々しさを保つコツかもしれません。
今回は、皆様の前でお話をさせて頂く機会を頂戴したことを深く感謝致しておりま
す。最後まで耳を傾けてくださった優しい笑顔に感謝を込め、大東ロータリークラブ
の今後益々のご盛栄と、会員皆様のご健勝をお祈り申し上げます。

