
 

 

 

 

 

 

 

第 2013 回例会 

平成 31 年 10 月 28 日(月) 
海南商工会議所 4F 12:30～ 

 

１．開会点鐘 

２．ロータリーソング       「奉仕の理想」 

３．ゲスト紹介 

「スポーツボイスについて」 

医療法人芳純会 潮岬病院 

院長 東芳史 様（串本 RC） 
４．出席報告 

会員総数 43 名 出席者数 25 名 

出席率 60.98 ％ 前回修正出席率 58.54 ％ 

 

５．会長スピ-チ        会長 寺下 卓 君 

みなさん、こんにちは。本日、

ゲスト卓話は、潮岬病院 院長の東 

芳史 先生をお招きし、「スポーツ

ボイスについて」のテーマでお話

しいただきます。先生におかれま

しては、大変、お忙しい中、また、

遠路、お越しいただき、誠に有難うございます。後

ほど、卓話、宜しくお願いします。 

次に、一昨日、昨日と堺市で地区大会が開催され、

一日目は、私と前田幹事が、また、昨日は、当クラ

ブから、10 名の皆さんに参加いただきました。参加

していただいた皆さん、本当にご苦労様でした。大

会では、RI 会長代理、他地区のガバナー、パスとガ

バナー、地区役員、地区内の 68 クラブの多くの会

員、ローターアクト、インターアクト、青少年交換

留学生、当クラブでお世

話しているハリス君を含

む米山記念奨学生などが

一同に会し、大会決議や

表彰のほか、記念講演な

どが行われました。特に

表彰では、当クラブに RI

会長賞、社会奉仕奨励賞

が授与されました。 

また、海南へ帰ってからの打ち上げでは、今後の

海南東 RC の事についての話題で懇談ができ、クラ

ブの今後について、多くの建設的なご意見や考えな

ど貴重なお話しをお聞きすることができた。とって

も良かったと思います。参加していただいた皆さん、

重ねて御礼申し上げます。有難うございました。 

なお、今回、参加できなかった会員皆さん。また、

未だ地区地大会に参加したことのない皆さんは、ま

た、次回の地区大会など、機会があれば、他のクラ

ブの人たちと集まる会合に是非、ご参加くださいま

すようお願いします。 

次に、クラブ定款(第 13 条 第 5節)、クラブ細則

第 3条第 1節の定めるところにより、次年度の役員、

理事を選挙するための候補者を立てるため、年次総

会の 1カ月前の例会いおいて指名委員会の設置をお

諮りしなければなりません。つきましては、指名委

員会の委員を理事会メンバーとしたいと考えてい

ますので、ご承認をお願いいたします。 

よろしいでしょうか？有難うございました。 

とにかく、猶予のない残り少ない時間の中です。

私たちも最大限の努力をいたします。皆様のご協力

を切にお願い申し上げます。 

次に、10 月 24 日、臨時理事会を開催しましたの

で、協議、承認事項についてご報告いたします。は

じめに、①台風 15 号、19 号の災害義援金について、

先の理事会で決めた「災害義援金の基本的な考え

方」のランク 2（2,000 円×43 名＝86,000 円）を寄

付することとしました。②和歌山ダルク献金につい

ては、例年通り 50,000 円。③ホノルル国際大会に

ついて、アンケート結果では、参加希望が 9名（会

員 7名＋家族 2名）となり、正式、申し込みをとる

こととしました。 

次に、今、お諮りし、ご承認いただきました指名

委員会では、会長、副会長、幹事候補者の推薦予定

表 今後 10年間のいわいるシュミレーション表（案）

を作成しました。これに基づき、候補者の承諾を得

るため、鋭意、誠心誠意、ご理解とご協力、承諾が

得られるよう務めていくとしました。基本的な考え

方は、中長期的なクラブの健全な運営と今後の役員

の円滑な引継ぎを行うための指針、目安とし、数年 
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後、段階的に副会長が次年度会長（エレクト）とな

る流れを作ることを目指します。なお、この案は、

理事会の決定事項ではありません。今後、この案を

基に、会長の諮問委員会である戦略計画策定委 

員会、歴代会長会議等で検討し、協議を重ねて行き

たいと考えています。このほか、次回、11 月度理事

会は、11 月 14 日（木）19:00～となりました。詳細

は、備え付けの議事録をご参照ください。 

さらに、同日、開催の 45 周年記念事業実行委員

会の協議結果について、ご報告いたします。来年、

1 月 9 日の新春記念例会について、IDM で出してい

ただきました皆さんからのご意見、ご提案を基に、

まず、タイトルを式典としてではなく記念例会とし

て実施する。次に来賓については、姉妹、友好クラ

ブ、地区ガバナー、第２分区の会長等のロータリー

関係者のみとする。さらに、祝宴については、乾杯

における鏡割り、演出として、バックで 45 周年の

歩みのスライドショーを流すほか、アトラクション

として、マグロ解体ショー、餅つき、羽根つき、ダ

ンス、ビンゴゲーム、バンド演奏の中から、ホテル

で出来るかの確認、時間配分、予算等を考えて選択

することとしました。こちらも、詳細は、備え付け

の議事録をご参照ください。 

最後に、前回の例会でもご案内しましたが、国保

野上厚生総合病院へのベンチの寄贈式を 10月 31日、

今週の木曜日の午前

10 時 30 分から、同病

院で行います。もし、

お近くで、お時間、ご

都合の許す範囲でお

越しいただける方は、

是非、お運びいただけ

れば幸いです。 

 

６．幹事報告          前幹事 前田 克仁 君 

○例会臨時変更のお知らせ 
岩出ＲＣ  11 月 7 日(木)→11 月 4 日（月 祝） 

創立 34 周年奈良・親睦ファミリー例会 

粉河ＲＣ  11 月 13 日(水)→11 月 13 日(水) 

8：30～ 国道 24 号線 旧打田黒土 

社会奉仕作業 

（除草及び花壇の剪定・後片づけ） 

和歌山東南ＲＣ 11月13日(水)→11月15日（金） 

18：30～ ダイワロイネットホテル４Ｆ 

和歌山中ＲＣとの合同例会 

和歌山西ＲＣ  11月13日(水)→11月13日(水) 

12：00～ ダイワドイネットホテル３F 

サンクシェール 

11月27日(水)→11月28日(木) 

18：00～ 場所 未定 

和歌山中ＲＣ  11月22日(金)→11月22日(金)

～24 日(日) 

長崎市方面 （親睦家族旅行） 

○休会のお知らせ 

和歌山中ＲＣ 11 月 29 日（金） 

和歌山南ＲＣ  11 月 29 日（金） 

和歌山北ＲＣ  11 月 18 日（月） 
 

７．ゲスト卓話 

「スポーツボイスについて」 

医療法人芳純会 潮岬病院 

院長 東 芳史 様（串本 RC） 
 
 
 

潮岬病院における健康寿命延伸のための試み 

～スポーツボイスを導入して～ 
 

自己紹介 

1953 年 那智勝浦町生まれ 

1971 年 県立新宮高校卒業 

1978 年 山口大学医学部卒業 

1981 年 医療法人芳純会 潮岬病院勤務 

1982 年 串本 RC 入会 現在に至る 

趣味 音楽演奏（ピアノ ギター サックスなど） 

 

はじめに、医療法人芳純会について 

名称：医療法人芳純会 潮岬病院 

昭和 40 年 10 月 1 日、民間単科精神科病院として

開設。 

ところで私見ですが、病院とは？ホスピタルには

思いやり、おもてなしという意味があり「病院」で

はなく「楽院」と訳すほうが適切ではないだろうか。 

医療法人 芳純会には、以下の３施設があります 

１．潮岬病院 

病床数 180 床（精神科 178 床 内科２床） 

病棟数 ３（精神科一般１ 精神科療養２） 

令和元年 5月 31 日現在で入院患者数 130 名 

（男性 61 名女性 69 名） 

  

２．サンマリン（元ホテル） 

・サテライトクリニック 

・精神科デイケア、ショートケア 

・グループホーム（２F、３F 各階 8室） 

第 1回、第３回スポーツボイスフェスティバルが

開催されました。 
  

３．ヒルトップ和田金 

・元ホテルを買収 

・現在 串本 RC の例会場 レストラン営業中 

・近い将来宿泊施設営業予定 

 

 



 我が国はかつて経験したことのない少子高齢化

過疎化が進行しつつあり和歌山県（高齢化率

32.2％）特に当院が存在する串本町（人口約 16,000

人）においては高齢化率 45％を越えています。 

海南市 34.2％（2015 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省に

よれば近年日本

人の死因として

肺炎が増加して

きており肺炎で

亡くなる人の 9

割以上は 75 歳

以上の高齢者と

され、中でも特

に多いのが「誤

嚥性肺炎」と言われています。 

地方の単科精神科病院である当院においても入

院患者の高齢化により誤嚥性肺炎、転倒による骨折

等フレイルによる身体合併症への対応を余儀なく

されている。 

更に労働人口の減少と共にスタッフの高齢化に

より、医療介護の担い手不足等深刻な問題となって

きている。→NHK 番組“大廃業時代”放映。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに 2025 年には地域医療構想により当該医療

圏の一般病床数が約４割削減予定。 

→精神障碍者の身体疾患は一般病院で受け入れが

困難となり精神科病院で身体疾患をケアせざる

を得なくなると予想される。 

→治療とリハビリだけでなく、老化防止と身体疾患

の予防が必要です。 

 最近はテレビや新聞等で健康寿命延伸のための

番組や記事を頻繁に見聞きするようになりました

が、このようなフレイルを予防し心身の健康維持及

び社会性の獲得等健康寿命の延伸のため、当院では

平成 29 年 8 月よりスポーツボイスを導入し継続し

たところ、多くの成果がえられました。 

今回ロータリークラブ社会奉仕および職業奉仕

活動として当院における取組の一つスポーツボイ

スの有用性についてご紹介させていただきます。 
 

スポーツボイスとは 
音楽と健康がひとつになった楽しく続けること

ができるボイストレーニングエクササイズです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

声を使った全身運動でありビートの強い音楽に

乗せて集団で発声しながら体を動かし声帯ストレ

ッチや腹式呼吸に重点を置く楽しいトレーニング

法である。 

○フレイル予防 

身体的には咀嚼力や嚥下機能の向上、サルコペニ

アによる転倒や尿漏れの防止 

○精神的には認知機能の低下を防止し自尊心の獲

得や意欲の改善 

○社会的には引きこもりを防止しコミュニケーシ

ョン能力の向上など QOL の改善が期待できる 
 

スポーツボイスの開発者 東 哲一郎 氏 

ミュージシャンでボイストレーナー 

1993 年日本テレビ「ダウンタウンデラックス」

オープニングテーマ「カルシウムが足りない」で

デビュー 

1995 年マイケルジャクソンデンジャラスツア

ーのメンバーとセッション 

2017 年世相を歌った「恋の要介護 No5」「恋の

認知症予防」などファンクな楽曲をリリース 

東 哲一郎の祖父の東 煕市と佐藤春夫は旧制

新宮中学で同級生であり親友であった。哲一郎は佐

藤春夫の「秋刀魚の歌」に曲をつけ歌っています。 

《身体面》 

・筋力（発声、呼吸、姿勢筋群） 

・嚥下動作 

・咀嚼動作 

・座位保持 

・反射動作 

・目と身体の協調運動 

・固有受容感覚・触覚 

・排泄機能 

スポーツボイスで声をお腹から過程では、呼吸の

筋肉や喉頭内筋群の巧緻性、全身の動作など、さま

ざまな要素が必要になります。力強くお腹で息を吐

き切ったり、そっと小さな裏声を出したりする過程

で、固有受容感覚や深部感覚の感覚機能にも働きか

けることができます。 

 



《認知面》 

・視空間認知 

・注意＆集中 

・マルチタスク 

・指示の理解 

・問題解決能力 

・記憶 

スポーツボイスは工程が複数あるため、スタッフ

の指示を理解し、記憶にとどめ、集中して作業にあ

たるため、これが認知面でのリハビリに寄与します。 

《精神面》 

・自信の回復 

・達成感 

精神科の患者さんでは「自信のなさ」が自立を阻害

するケースも少なくありませんが、発声を要素に分

けているため簡単な声と身体の動きから、徐々に自

信の回復を促すことができます。 

《社会性》 

・趣味活動の機会 

・共同作業の経験 

・他者とのコミュニケーション 

スポーツボイスでは発表会開催も可能なので、仲間

とともに連帯感、達成感にもつながりやすくなりま

す。 

【スポーツボイスの目的】 

明るい高齢化社会の創出 

・健康・介護予防教室に男性を呼び込む 

・退職後男性の閉じこもり解消 

・男性シニアの外出機会とコミュニティ創出 

・父親に受けて欲しい講座 No1!(カッコイイ親父） 

・地域担い手へ（生涯現役） 

自尊心向上で元気な地域 

音程等を気にせず一緒に大声を出すことで心の

壁が取り払われ、参加者同士の距離が近くなります。

早いリズムや外国語などの少し難しい課題を乗り

越え目標に向かうことで仲間意識が高まります。 

コミュニティへの帰属は自尊心の向上につなが

り、地域参加を促進させます。 
 

信州大学人文学部からスポーツボイスの効果に

ついて論文が発表されています。 

「60 代以上の高齢男性にスポーツボイストレーニ

ングを行ったところ 21％の人に咀嚼力の改善が見

られ 65％の人に嚥下機能の改善が見られた」 

喉頭挙上筋群が働き、喉が挙上しタイミングよく喉

頭蓋が気管に蓋をし、誤嚥を防止。 

「一緒に練習→声が出る→仲間が出来る→楽し

い→継続性がある→自尊心が育つ」現在全国各地で

スポーツボイス教室が運営され拡散されつつあり

ます。 

【方法】 

準備するものは音源と CD プレーヤーなど簡単な

スピーカーシステム、あるいはスポーツボイスカラ

オケシステムを使用しインストラクターが指導、 

参加者はラジオ体操ができる服装で少人数から 100

名規模。屋内外で実施。 

当院では平成 29 年 8 月より通信カラオケシステ

ムを使用し毎週水曜日の午後約 1時間、デイルーム

にてレッスンを 1年間継続し、現在も継続中である。 

参加者数は、現在、毎回約 50 名。 

【結 論】 
スポーツボイスは心身のフレイル防止と社会性

の向上など健康寿命の延伸を楽しく継続的でさら

に地域創生にも繋がるエクササイズであり精神科

病院入院患者のみならず地域の超高齢化社会問題

を解決する有効な手段の一つである。 

ロータリー活動と同じく“楽しくないと続かな

い！” 

 

９．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 2014 回 例会 11 月 11 日（月） 

海南商工会議所４F 19:00～ 

お誕生日、結婚記念日のお祝い 

 

 
 
 
 
東  芳史 様  串本ＲＣからメーキャップと

（串本ＲＣ）    外卓に参りました。 

溝西  薫 様    東先生、お話を楽しみにして

（御坊南ＲＣ）  います。ハリス君がお世話に 

なっています。宜しくお願いい

たします。 

寺下  卓 君  東先生 本日は卓話宜しくお

願い致します。 

前田 克仁 君     〃 

魚谷 幸司 君     〃 

小椋 孝一 君  ４５周年実行委員会報告 

地区大会の打上残金 
 
 

地区大会記念ゴルフの表彰 
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