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昨年暮れの「横浜栄楽クラブ」創立 20 周年記念イベント「講演（笑いと健康）と音楽（遊笛コンサート）
のひととき」にお越し頂き誠に有難うございました。
会場でお寄せ頂いたアンケートより、お陰様で成功裏に終えることが出来たと思います。
20 年の生涯学習活動を通して「響き合う仲間作り活動としての社会貢献」が漸くこの地に根を下ろす
ことが出来たとの思いです。御礼申し上げます。
ご挨拶の中でも申し上げましたが、横浜栄区は市内で高齢化率の最も高い区のようです。我々も高
齢化グループでその「率」を押し上げていることはたしかですが、高齢者自身何かをプロダクトするこ
とに心がけ地域社会の中で個々人の生涯との関わりを持ち続けられる活動を今後も継続してゆきた
いと思います。
このことが我々に出来る「社会貢献」活動との思いを新たにしているところです。
今後共どうぞ宜しくご支援の程お願い申し上げます。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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１．創立 20 周年記念ｲﾍﾞﾝﾄ講演会「笑いと健康」
（講演録）
日時：平成２７年１２月２７日（日） １３時００～１４：００
会場：あーすぷらざホール（地球市民かながわプラザ
演題：「笑いと健康」プラス思考で医療を考えましょう。健康が一番・命は二番
講師：松本光正氏 （内科医師 日本笑い学会）
１９４３年大阪生まれ。１９６９年北海道大学医学部卒業。埼玉在住
先年ベストセラーとなった講談社発行「高血圧はほっとくのが一番」
など著書多数。
＜講演要旨＞
本日は師走の晴天に恵まれ、横浜栄楽クラブ様におかれましては安部代表殿のもと、このよう
な盛大な創立２０周年記念行事を迎えられまことにおめでとうございます。心よりお祝詞申し上
げます。
さて、私もどきがお招き頂きまして恐縮ですが、御来賓の皆様のご長寿へのご参考になればと
愚考致し、医者生活４７年の経験則から健康についてのお話をさせて頂きます。念のため申し上
げますが、笑い学会とは医療、仏教や俳句等の中の笑いを学問的に研究する団体で、お笑いの勉
強の会ではありません。
不肖、私は連日、外来患者さんの診療中ですが、健康診断、予防注射は余分で８０～９５％は
来院の必要はなく（笑い）医療費の個人負担３割と高い方が多くて、大変気になります。
本日のお話を聞かれて、御納得頂けましたなら一生で１００万円得されます。（笑い）
◎キーワード
第一は“笑うこと”です。毎日、いつでも笑えば良いというのが今日の結論です。
“笑う門には福来たる”で笑いは病気の予防になると科学的に立証される時代で笑う心が肉体を
支配しているのです。本日も私のお話しが可笑しなくても、お隣さんが笑われましたなら笑うこ
とです。（笑い）
第二は“加齢変化”すなわち“歳”です。これをプラス思考でとらえることです。人間は必ず
歳をとり、最後は死に至ることを認識され、病院に行かれ延命策を計っても大して変わらないこ
とは理解すべきです。（笑い）
加齢によって出て来る高血圧症、高脂血症、骨粗髪症等、すぐ「症」をつけますが、
「症」でなく、
単なる状態なのです。
第三は“自然治癒力”です。高血圧、高脂血症も歳をとり、命を守るために血圧を上げ、コレ
ステロールを増やす結果なのです。骨も歳をとって脆くなるのは当然で、薬を飲み、注射をする
対処療法は意味が無いと思量致します。
風邪やインフルエンザの熱も、熱に弱い細菌を殺すためで、薬等で熱を下げるのは間違いです。
“自分は絶対に風邪をひかないと”心に決めることが大切です“（笑い）
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第四は“知らぬが仏です”。体のことでも、少しのことで不安があり、命がなくなるのでは？と
マイナス思考になるのなら、知らない方が良いのです。コレステロール値が基準の２２０に対し
て２５０なら死ぬのかしらと心配されますが、体が良いとしていますので、これを保っているの
です。延命策でコレステロールの薬を飲む人の方がはるかに寿命が短いのです。（笑い）
血圧も同様で、元気ですから高く、君子医者に近寄らずです。（笑い）
第五は科学的です。医者に行きましても、下痢止めや熱さましが出されて科学的ではないので
す。ゲルマ二ユームを首や腕にぶら下げられて、病気の予防や治療が出来るわけではありません。
（笑い）日本人の寿命は女性が平均８７歳で世界第１位、男性は８０．２１歳で第４位ですので、
もっと自信を持つべきです。
◎心身医学の立場から、
心が肉体を支配していますので、体だけを大事にしても心が弱ければ駄目です。
健康の字は健が肉体で、康が心やすらかでして“康健”としたいところです。
しっかりした心の持ち方で、古来、病は“気から”と言われていますが、バカ（気にしない人）
は風邪をひかないようです。（笑い）
またストレスを上手に解消しましょう。女性は良く喋り、良く笑って、良く食べて化粧と買物に
時間をかけてストレスを上手に解消しますが、反対に男性は出不精、面倒くさがり屋で「またパ
チンコ」と言われ、イライラして余計、玉が入らず損するのです。（笑い）
◎医療系
薬（化学薬品）クスリは危険で、血圧の薬を飲んでいる人の方が脳梗塞に２倍罹患（東海大学
教授）とされ、降圧薬の副作用は脳梗塞です。
約５０年前は脳出血優位の時代でしたが、現在は脳梗塞の時代なのです。
丁度良い血圧は年齢+９０でして、一日の中で一番低い血圧がご自身の血圧です。
ですので、明日から直ぐに薬を止めても良いですヨ。（笑い）
・糖尿病は体重を標準体重にされてから糖尿病を気にしましょう。
また骨粗髪状態で骨粗髪症薬の副作用は骨粗髪症なのです。（笑い）
高尿酸血症は「症」ではありませんので病気と関係はないです。
・検診 健診された人が長生きしたというデータは世界にありません。
◎プラス思考
“笑い”は“百薬の長”で即効性がありまして副作用がなく“福”作用だけです。（笑い）
一日１００回笑うことが大切で、とにかく笑いましょう！
けれども、場所と時間を考えることが肝要で、お通夜やお葬式の会場、更にお孫さん等の卒業式
では、気が狂ったと思われますので控えるべきでしょう。（笑い）
朝、目が覚めて布団の中でまず笑いましょう。
“目が覚めて今朝も嬉しや今日もまた、この世の人であると思えば”なのです。
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◎落語、漫才等のお笑い系
川柳、ダジャレ、おやじギャグ等も活用すべきです。イソップ物語ではありませんが、奄美大
島の猛毒の蛇に出会った旅人が、“お前さん！毒を持っているがね？とたずねとその蛇は”Yea I
have（ハブ）（笑い）
過年、朝日新聞の天声人語でお年寄りには“教養”と“教育”が必要として、すなわち“今日の
用”がある、
“今日、行くところがある”とありました。（笑い）
また、ある川柳誌に“何をとりに来たか忘れてイライラし”
、“忘れないようにメモした紙を忘れ
る”などが紹介されていました。
◎感動、感謝、感激の“三感王”
常日頃何にでも感謝、感謝で風呂に入りながらも、床に就いても、道を歩いていても、ありが
たい、ありがたい！と道端の花、空の雲、虫や猫にも小さな感動・感激を見つけて下さい。
また日常の言葉にも注意で“暑い”“寒い”“痛い”はダメで“参った”もいけません。
夜になっても寝がけには、楽しいことを考えましょう。連れ合いさんには正面から恥ずかしけれ
ば、後ろを向いた時に感謝、感謝と聞こえないように言って下さい。（笑い）
・食べ物 化学的根拠に基づく健康食品は無く、小食だけが科学的で、食事はご自分が良いと思
うものを食べることにして、なるべく野菜類、魚介類を多めに、食べる方は感謝しながらゆっく
りと良く噛むことであります。
・運動 とにかく身体を動かすことが大切で、外に行くだけが運動ではなく、家の中で言い訳せ
ずに運動してください。要はいろいろなことに余りびくびくされず、明るく朗らかに笑っていら
れればよいのです。
最後になりますが、本日ご出席の皆様におかれましては“笑い”によってご長寿、ご多幸を心か
ら祈念して終わらせて頂きます。
ご静聴まことに有難うございました。（大拍手）

２．各分科会の 10 月～１月期間内の活動実績
（写真：宮崎保男、文責：坊城弘幸）
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２．分科会の 10 月～２月期の活動内容
（ウオーキング分科会）
〔10 月 7 日〕 ９時４５分に大船駅に１０名が集合し、９KM 歩きました。
先ず大船フラワーセンターで園長の”花さんぽ”（今月の花・樹木の説明）の説
明を 聞いて、バラ園で昼食をとりました。その後、村岡地域の鎌倉古道（上の
道）・宮前御霊神社・兜松・高屋大神宮を見学して大船駅に戻りました。その後、
例の 如く打ち上げを行い、楽しいひと時を締めくくりました。

〔10 月 22 日〕ご近所ウオーキング
１３時に朝比奈バス停に７名が集合し、８KM を歩きました。
鎌倉７切通しの中で一番当時の趣きを残す朝比奈切通しを上り熊野神社・大
刀洗川に 沿って水がいきよいよく流れる道を苦労しながら下りました。その後、
塩職人が無事をお祈りした塩嘗地蔵がある”光蝕寺”を見学し、鎌倉の生活道
路を選んで 鎌倉駅に歩きました。その後、小西ご夫妻を一緒に打ち上げを楽
しみました。

〔11 月 28 日〕 ご近所ウオーキング
北鎌倉の８ｋM 紅葉ウオークを 10 名で楽しみました。今年は
9-10 月が暖かく、十分な黄色と赤のコントラストには今一歩でし
たが、源氏山公園のひだまり広場ではいちょうの黄色と紅葉の見
事のコントラストが楽しめ ました。長壽寺の年５か月週末 3 日間
の会場や各お寺をじっくり見学を出来、又みんなでわいわいの会
を楽しめました。鎌倉駅に戻り野澤さんご夫妻も参加され、楽しい
打ち上げの時を過ごしました。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ゴルフ分科会）
〔1 月〕第 106 回

月例会は１月２７日鎌倉パブリック・ゴルフ場で１１名の参加を得て 開催しました。
季節がら朝の冷え込みは手が悴むほどでしたが幸いプレイ途中からは 暖かい日差しが注いで風も無く
楽しいラウンドが出来ました。 優勝 西岡 新吾 ２位 鈴木 守 ３位 石田 邦夫
11 月 25 日の第 105 回ゴルフ分科会は後半のハーフが降雨の悪天候に成り月例会は中止としました
5
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（囲碁分科会）
〔10 月～1 月〕
開催日：10 月 10 日（土）開催場所：本郷地区センター２階和室 参加者;６名
囲碁の詰碁の 2 級から 1 級の問題を下記に掲示しますので、挑戦してみてください
開催日：11 月 14 日（土）開催場所：本郷地区センター２階和室 参加者;５名
開催日：12 月 12 日（土）開催場所：本郷地区センター２階和室 参加者;５名
和気あいあいと対戦しました。10 月の練習詰碁（左記）
、画面が見にくいと思いますが、回答出来
ましたか？（答は：２の一）
開催日：1 月 9 日（土）場所：本郷地区センター２階和室 参加者;10 名
新春囲碁大会そして懇親会は久しぶりに 10 名参加してお正月にふさわしく盛大に楽しく過ごすこ
とが出来ました。皆さんの棋力向上にも役立ち１日中、和気藹々と、これからも多数の参加をお待
ちしています。
優勝者 ：越後屋さん
準優勝者：鎌倉さん
３位︰阿部さん
ラッキー７賞：市川さん

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（写真分科会）
〔11 月〕第４回撮影会の報告
今年の撮影旅行は１１月２４日～２５日一泊二日で彦根城とその周辺、湖東三山の山寺な
どの紅葉めぐりの撮影会でした。一日目は新幹線で米原へ観光バスに乗り換え彦根城に
行く、国宝彦根城は天守閣から琵琶湖を見下ろし背後に伊吹山の自然を生かした要塞であ
る。城内庭園の紅葉を撮り次は湖北の鶏足寺跡に参道を彩る紅葉を撮る、険しい石畳の階
段と紅葉を見ながら上り下りする、この日は湖畔の長浜ロイヤルホテルに泊まる。しばし温
泉と酒と料理に疲れを忘れる。二日目もまずまずの天気で湖東の永源寺と湖東三山（百済
寺、金剛輪寺、西明寺）の四ヶ所をめぐり紅葉を撮る、すべて山の中腹にあり自然の石を組
み合わせた石段に疲れを感じつつも国宝級の建物、庭園など多くの文化財にふれ心温まる
気分になる。何処に行っても観光客で混雑し紅葉は少し過ぎた感じでした。
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〔12 月〕 第 15 回写真展
第 15 回写真展（12 月 15 日～12 月 21 日）は 451 名の御来場者を迎え無事に終了致しまし
た。各自それぞれの個性ある出展作品で大方好評だった様です。御来場者 関係者の皆様
には感謝申し上げます。今後も写真撮影技術、感性などの向上に努めたいと思います。

〔１月〕 平成 27 年度最後の撮影会
平成 27 年度最後の撮影会は 1 月 17 日（日）に江の島で行われた寒中神輿
撮影で 13 名の参加でした。大船駅に集合し湘南モノレールで江の島へ。
お天気が心配されたがまずまずの天気で一安心しました。神輿は４基で先
ず砂浜で神事が行われた、その神事をカメラに収めようと神輿の周りは人又
人で場所取りにひと苦労でした。神事を済ませた神輿は着物姿の新成人男
女を乗せて勇躍掛け声とともに真冬の冷たい海へ勢いよく進んで行く姿は圧
巻です。その姿を捉えようとカメラマンは波打ち際に刹到した。準備の良い人
は長靴で浅瀬に入りベストポジションで撮影、良い写真が撮れたでことしょう。
撮影終了後は寒さのため皆で食事をとることはあきらめ、流れ解散で帰宅。
３時間の撮影会でした。（高橋 記）

〔２月〕 打合せと平成 28 年度活動計画
打合せと勉強会 日時 ２月５日 12 時～15 時 ぷらっと栄 参加者９名
（１）平成２８年度活動計画策定（撮影会）
第１回 ３月下～
金沢八景（平潟湾）
桜、船、漁港、 小林
第２回 ４月下～
根津神社と谷、根、千 つつじ、下町、 寺尾
第３回 ６月中
日野市高幡不動
紫陽花、五重塔 、宮崎
第４回 ９月下～
立川昭和記念公園
コスモス、
高橋
第５回 １月１７日 足柄上郡山北町
道祖神祭り、
西岡
（２）第１６回写真展 リリス ギャラリーにて
日時 H２９年１月下～２月上の予定
幹事 古宇田
（３）勉強会 昨年１１月の湖東三山の紅葉と１月の江の島、片瀬浜の寒中神輿とその他と合同での勉
強会でした。 優秀作品は下記の 5 点です。

（左の３点は古宇田 弘氏、右２点は横尾 正孝氏の作品）

「浜辺の散歩」

「男の中の男」

「落

日」
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（カラオケ分科会）

〔12 月～1 月〕
（12 月実績）
２日（火）午後 1 時より大船カラオケムーンで行われ、出席者 10 名が楽しく歌い上げました。
（１月実績）
１9 日（火）午後 1 時より大船カラオケムーンで行われ、出席者 11 名が楽しく歌い上げました。
合わせて新年会も開催しました。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（お茶を楽しむ会）
〔11 月～1 月〕
（11 月実績）
開催日時：11 月１2 日(木) 午後１時半～４時（片付けを含め 17:00 まで）
開催場所：上郷矢沢コミュニティハウス和室
参加者：４名
前田先生は欠席でしたが、参加者が先生となり点前の確認等を行いました。
（12 月実績）
開催日時：12 月 10 日(木) 午後１時半～４時（片付けを含め 17:00 まで）
開催場所：上郷矢沢コミュニティハウス和室
参加者：５名

（1 月実績）
開催日時：1 月１4 日(木) 午後１時半～４時（片付けを含め 17:00 まで）
開催場所：上郷矢沢コミュニティハウス和室
参加者：９名
今回は平成２８年最初の練習日であることから、若林さんのお点前で茶会形式で練習しました。
その後、懇親会を開催し、全員で楽しい時間を過ごしました。来年も開催したいと考えています。
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（パソコン分科会）
〔１月〕
（１月実績） 開催日時：１月 13 日（水） ９：３０～１２：００
開催場所：ぷらっと栄 会議室
議題：新しくリリースされたパソコンＯＳ Windows１０にアップグレードしましょう
Windows ８から バージョンｕｐする時の注意
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（史跡めぐり分科会）
〔11 月～２月〕

左記期間の開催はなし。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（マジック分科会）
〔10 月～１月〕
〔27 年 10 月～11 月開催〕 定例講習会は、池田宗義講師の都合により休会となりました。
〔27 年 12 月開催〕
開催日時： 12 月 28 日（日）午前 9 時 30 分～11 時 30 分
開催場所： 本郷地区センター 2 階 1 号会議室 参加者数： 7 名
開催内容：① シルクの変化（池田モンゴリアン）、② 20 周年記念祝賀会で 池田講師の披露する演目の
紹介と解説。 *マインドコントロール「数字あて」

*1～8 で数字の予言

〔28 年 1 月開催分〕
開催日時： 1 月 17 日（日）午前 9 時 30 分～11 時 30 分
開催場所： 本郷地区センター 2 階 1 号会議室
参加者数： 7 名
開催内容：① 飛び出るトランプカード、② ズボンに溶ける 5 円硬貨
定例講習会（マジック）終了後、会場を「華屋与兵衛」に移して新年会を開催しました。
前田さん・坊城さんの参加があり 10 名で楽しく過ごしました。
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３．会員のページ
・栄 楽 俳壇（俳壇 2 月）
木枯らし吹く寒さ身にしむ香るゆず
迫りくる年の瀬まじか冬の空
木ノ下 又義

年金を受くる身に沁む隙間風
オーロラの中に消えゆき雪女
野見 山 紘一

（背景の写真は「栄区内から見た富士山」

より抜粋）

・フォトギャラリー（栄区内から見た富士山）
横浜栄楽クラブ会員の投稿写真です。ＨＰの掲載写真とは少しサイズを変えています。

撮影者：宮崎保男氏
撮影場所：瀬上市民の森（関東の富士見百景）
撮影日時：1 月 25 日 9:30
コメント：撮影前日当日と日本列島を寒波が覆い、朝から関東の
富士見百景のところから綺麗に富士山が見えました。

撮影者：小林義朗氏
撮影場所：本郷台駅前市営住宅 14 階
撮影日時：1 月 27 日 10:22
コメント：大船発の根岸線の電車と朝の富士山を一緒に撮りました。
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４．各分科会３月～４月行事予定（対象 2 月 21 日～4 月 30 日）
分科会名
ウオー
キング

ゴルフ

開催日時 集合時間

開催場所
集合場所

3 月 16 日(水)13 時 30 分

長倉町バス停

--------

--------

--------

--------

4 月 26 日(水)10 時

京急金沢八景駅

アサリ潮干狩り等

500 円/人

3 月 30 日（水）
７時集合

--------

鎌倉パブリック
ゴルフ場

内 容
横浜自然観察の森

第 107 回
定例ゴルフ会

４月開催未定

囲碁

3 月 12 日（土）
９時～12 時

--------

本郷地区ｾﾝﾀｰ、 初回対戦相手はく
２F 和室
じ引き

参加費等
200 円/人

連絡先
申込先
大野

512-2010

会費 1,000 円

(諸経費は

鈴木 守

各人負担）

年会費：1,000 円

鈴木昭男

費用は各自

小林(義)
891-2558
————
寺尾謙一郎
814-5651

会費：約 900 円

岩瀬
891-0536

会費：1,000 円

藤木

年会費：1,000 円

菊地

4 月開催未定

写真

カラオケ
お茶を
楽しむ

3 月下旬～4 月上旬
-------4 月下旬
毎月第１火曜
3 月は 1 日に開催
3 月 10 日(木)
13 時 30 分～

-------4 月は 14 日(木)予定

パソコン

3 月 9 日（水）
9:30～12:00

--------

京急金沢八景
駅前広場

--------

金沢八景-瀬戸神社
-平潟湾-野島公園

--------

根津神社、谷中 つつじと下町フォト
根津、千駄木
スケッチ
カラオケムーン
(大船店）

カラオケ歌い放題

抹茶の点前の練習
上 郷 矢沢 コミュニ
及び抹茶と和菓子
テイハウス和室
を味わう

Windows10 ﾄﾗﾌﾞﾙ
対応

区民活動
センター

4 月開催なし

史跡めぐり

４月 1 日(金) 9:30 集合
JR 鎌倉駅西口（時計台広場）

マジック

3 月～6 月は開催予定なし

鎌倉周辺の
史跡

「鎌倉山と広町緑地で
ガイド料 500 円
桜を楽しむ」

前回の復習と新演目
の講習

本郷地区
センター

￥1,000/月
(3 ヶ月毎徴収)

手塚・藤木

沼田

５．第 120 回 平成 28 年４月定例会（総会）開催予定案内
１．日時＆会場：４月 16 日（土）午前 9 時 30 分 ～ 小菅ヶ谷地域ケアプラザ
２．定例会（総会）次第
１）
9 時 30 分 ～10 時 45 分 事務連絡・総会など
２） 10 時 45 分 ～11 時 45 分 講演会「マイナンバー制度について」 講師：未定
※懇親会 開催未定
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