昨日の
４月２４
日に平成
２１年度
の青年部

会の総会も無事に終了いたしました︒
おかげさまで 本年度は︑各委員

長・室長がタイムリーな事業の計画を

上げていただき︑ＩＴ推進室において

は﹁棟上げブログ﹂の公開とさせてい

ただき︑
これからの協会活動のイメー

ジアップを図 れるところ だと考えて

おります︒
又︑
会員研修委員会では地域社会経

済活動に寄与する建築物
︵いわゆる観
光名所と言われる建築物︶
訪問でその

ており建材メー
カー生産工場で
の学集・講習会
となるように企
画している段階
です︒
さらに︑総務委員会では会員増強へ
の手段として︑
見込者との懇親と共に
青年部会活動 を理解する 機会を作っ
てもらい︑
青年部会入会を促すことを
さらに推し進めていただきます︒
以上︑
各委員会活動計画の一部を上
げさせていただきましたが︑
関係各位
におかれまし ては今年に おいても青
年部会へのご指導・ご鞭撻をよろしく
お願い申しあげます︒
最後に︑
業界や社会が不況であるか
らこそ︑
次世代を担う者たちへ多くの
機会を与えていただき︑叱咤・激励と
共に励ましを いただけま すよう 重ね
てお願い申し上げます︒

青年部会
の総務委員
長を任され
１年が経ち
ました︒初
めての理事で何も分かりませんでし
たが︑
先輩方の助けをお借りしながら
なんとか乗り切る事ができました︒

昨年度は︑平成２０年度通常総会・
懇親会の運営︑
会報２０００誌と協会

だよりの原稿依頼ホームページ掲載︑
会員手帳の更新︑青年部会レクリエー
ション・懇親会の運営等を行って参り
ました︒
今年度は先日開催されました
平成２１年度定時総会・懇親会の運営
に加えまして︑
会報２０００誌と協会

だよりの原稿依頼ホームページ掲載︑
会員手帳の更新︑青年部会レクリエー
ション・懇親会・臨時総会の運営等を
行って参ります︒
２年目を迎える今年度は昨年度の

研修や検証を行う予定を立てており︑
鹿児島県にお ける観光事 業での建築

反省点を生かしてスムーズに事業が
また︑青年部会員間の更なる交流が出

物の有り方や フューチャ リングを考
次に︑活動委員会では﹁環境・ＥＣ

来るように努めますので今後ともご

行えるように心がけたいと思います︒

Ｏ・危機管理﹂をキーワードにして会

協力のほど宜しくお願い致します︒

えていこうとしております︒

員への参考に なるような 事業を考え
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委員長
をさせて
いただい
てから何
も分から

ず突っ走って１年が経ちました︒
青年
部に入会してまだ４年目ですが︑
この
１年間で少しは当会ならびに青年部
会の活動等全体像が見えてきたので
はないかと思っています
︵まだまだだ

とは思っておりますが・・・︶
︒
さて︑今年度の事業ですが︑昨年同

様会員の皆さ んの為にな るような事

業を計画して いきたいと 思っていま

す︒

﹁経営者講習会﹂
においては業界の旬
の話題や皆さ んの直面す る問題等を
取り上げていきたいと思います︒
﹁現場見学会・先進地視察﹂
ですが︑
今年度は県外 での事業を 計画してい
ます︒まだ協議中ではありますが︑活
動委員会と連 携して合同 での事業を
考えています︒
昨年の事 業では出席 者が少なか
ったようですので︑
今年度はなるだ
け 多くの 参加方 をよろ しくお願 い

また︑当委員会でも会員の皆さん

ごしま住まい と建築展﹄ 学生招待事

１０月の﹁青少年育成事業﹃ ０９か

の二つが追加になりました︒

﹁会員マップ﹂と﹁棟上げへ行こう！﹂

昨年度︑ホームページも一部変更し

で情報の提供をお願いいたします︒

が 参加し たくな るよう な興味深 い

業﹂を行いたいと考えております︒皆

﹁会員マップ﹂に関しては︑グーグ

そして︑
その内容を反映させる形で

事業を計画していく予定なので︑
今

様のお知恵と意見を拝借し︑皆様の参

いたします︒

年度も皆さんのご協力︑
ご指導をよ

そ の中に は連絡 先や会 社のホー ム

ルマップを使 い会員の所 在地が一目

業 界自体 が厳し い状況 ではあり ま

加によって良い事業を行い︑成功させ

すが︑我々の手でこの状況を打開し︑

ページの URL
が情報として掲載して
ありますので 一般の方々 にも見てい

ろしくお願いいたします︒

建築業界と地 域の発展に 貢献できる

ただける様になっています︒

でわかります︒

４月に

為の一助とな るような活 動を行って

ていきたいと考えております︒

行われた

報共有なども考えています︒

ス率アップ・発注者団体を交えての情

たので今後は 一般の方か らのアクセ

協 会ホー ムペー ジも良 くなりま し

す︒

どにも力を入 れて行きた いと思いま

るＩＴ関連機 器などの比 較や解説な

にとって得す る情報の公 開や気にな

今後の活動としましては︑会員の方

参りたいと思います︒
お願い致します︒

ら事務局にて 受付をして おりますの

会 員の方 で棟上 げがご ざいまし た

げていただく為に作ったサイトです︒

大事ですし︑
より多くの方々に盛り上

言う風習や慣 わしを伝え て行く事が

月１日より開始されました︒棟上げと

ていました﹁棟上げへ行こう！﹂が６

り計画し

前年度よ

ましては︑

進室とし

ＩＴ推

より一層のご指導・ご協力を宜しく

青年部会
総会にて
新年度の
活動委員会事業計画も承認され︑
３ヶ
月が経過しました︒
目的の軸は前年度同様の﹁地域活性
化と発展の為 にも新しい 分野への取
り組みや自身 や自社に役 立つ活動を
行う﹂とし︑活動内容のキーワードと
して︑
﹁環境・ＥＣＯ・危機管理﹂を
挙げさせていただきました︒
近日中に
それに沿った学習会・講習会の開催を
予定しております︒
また︑
それらを青少年にも意識を持
ってもらい︑
理解してもらえるような
事業の構築の為︑
工業高校の先生方と
の意見交換会の開催も計画中です︒
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方 法 で

ど ん な

い つ も

さんは︑

皆

させて頂きます︒

００誌寄稿は２回目で︑夏号を担当

す︒２０

川 﨑 で

員 会 の

研 修 委

会 員

院することになりました︒幸いにして

が椎間板ヘルニアになってしまい︑入

すが︑妻

になりま

家族ネタ

引き続き

前回に

わせる朝を迎 えると仕事 も手に付か

かってはいたものの︑いざ保育園に通

えることは親 の務めであ ると十分わ

子供に新た なステップ の機会を与

とにしました︒

え︑保育園に一時預かりで通わせるこ

んでしたが︑祖母もさすがに疲れが見

まで︑
なかなかうまくノートにメモを

にまとめなさい﹂を紹介致します︒今

奥野宣之著書の﹁情報は１冊のノート

トルの通り 時間の 有効な 使い方が

らっしゃる かもし れませ んがタイ

美夫さんです︒もう読まれた方もい

時間で稼ぎなさい！﹂で著者は野崎

す︒その本のタイトルは﹁見えない

けた本のご 紹介を したい と思いま

今回は︑私が最近読んで感銘を受

ことでした︒本人曰く︑ヘルニアの痛

しており︑
今回は別の患部であるとの

妻は一度椎 間板ヘルニ アの手術を

ました︒

共に２週間育 児生活する こととなり

ともなく隣へ﹁緊急避難﹂し︑両親と

になる娘は﹁子連れ狼﹂状態になるこ

自宅の隣が私の実家であり︑私と一歳

がつき成長していく娘の姿を見ると︑

っても良い刺激になり︑日に日に知恵

の子供たちと 触れ合うこ とは娘にと

でもありません︒もちろん︑同じ年代

れる娘を見て 涙が出たこ とは言うま

まいました︒泣きながらバスに乗せら

送りにこっそ り会社を抜 け出してし

ず︑朝礼を済ませた後︑送迎バスを見

メモや記録を 手帳やノー トに書かれ

取る事ができず︑又︑システム手帳の

書いてあります︒

私が︑最近見つけた本なのですが︑

ていますか？

ように便利なのですが︑
使いこなせず

行動記録︑アイデア帳など︑すべて１

この本によりますと︑
手帳︑
日記帳︑

ました︒私はあまり本を買って読む

て３分程で もうレ ジに向 かってい

ち読みを始めたのですが︑読み始め

最 初は パッ ケー ジに 引か れて 立

の事︒最近忙しさを理由に家事全般を

ては痛みの出方︑
強さまで全然違うと

な痛みがあると聞き︑また患部によっ

の血管に熱湯 を注いでい るかのよう

みは陣痛よりも痛いらしく︑まるで足

で手術するこ ともなく退 院すること

おかげさま で妻は予定 通り２週間

気がします︒

ないというこ とを教えら れたような

私達親が﹁子離れ﹂をしなければなら

苦労しておりました︒

冊のノートで管理する方法です︒
しか

人間ではないのですが︑これは買っ

平穏な日常を 過ごすこと が出来てお

もＡ６サイズ の１００円 ノートなの

共に︑妻の大事さ︑子育ての大変さを

ります︒

ができ︑今はまだ無理は出来ませんが

時間を少しでも大事に使う事︑具

再認識する機 会を与えて もらったと

任せっきりだ った自分を 反省すると

もこの本の方法をいろいろ試して︑
オ

体的な将来目標を立て努力する事︑

感じています︒

てよかったと思う本でした︒

リジナルのメ モノートを 作成したい

ノートの取り方などなど︑今の私に

で︑コストも安く携帯に便利です︒私

と思います︒興味のある方は︑ひとつ

もっともっ と仕事 を頑張 れと気合

暮らすこととなった愛娘は︑母親を求

さて︑
生まれて初めて母親と離れて

シデント﹂でした︒

く感じさせてもらった我が家の﹁アク

ることが一番 の幸せとあ らためて深

いずり回り︑私に似て︵？︶お利口さ

めて泣くこともなく︑元気に実家を這

妻と娘の待 つ我が家に 無事に帰れ

の方法として試されたらと考えます︒

いを入れてくれる本でした︒
こ の気 持ち を忘 れず に今 年度 も
一生懸命頑張ります︒
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ブロー ﹂

﹁ 違
そ の一つ に道路 計画に 住宅等の 不

なくなった事実がありました︒
そんな

造るのが遅か ったばかり に建てられ

った距離内で 除外が出来 ていたらし

動産が当たる 人なんかと てもうらや

のは道路建設 に協力する のだから特

いろな意味で 経済効果が 期待できま

ましい話があります︒
その対象者に住

例で除外でき るとみんな が高をくく

く郵便局がそれだったそうです︒一年

で 効 い

宅等を建てて もらい私た ちは一部の

っておりまし たが法律で 出来ません

す︒

て き た

業を営んでい るのですが その 時の話

とのことでした︒
郵政民営化で初めて

う 意 味

ボ デ ィ

です︒

た︒

回ってきたの かと思い断 われなかっ

いです︒﹂とのことだったが二回目が

を頂いた︒
﹁近頃感じたことでも宜し

何か文書を書 いて欲しい ような連絡

地域﹄
農振地と呼ばれる制度がそれで

される昔からの問題です︒﹃農業振興

に出来る土地 がないのも 田舎に代表

と思っておら れるみたい ですが 宅地

方︑
田舎なので土地は何所にでも有る

立 ち退き を余儀 なくさ れる住民 の

いと判断せざるをえない︒地方も強行

る割には全然 国と地方の 繋がりが無

せないのか？ 地方分権を 推進してい

れた機会でした︒
県の方も特例でも出

ことが有った のか初めて 考えさせら

そ もそも 郵政民 営化で 誰が得し た

私達に影響の有った出来事でした︒

田島委員長より

﹁マンゴー栽培﹂の話をしようか迷

しょう︒農地整備に多額の予算を使っ

確か六月十日頃

ったが個人的なことなのでやめます︒

制度いろいろ 出てきてし まって題材

ないけど︒郵政社長問題・郵便料割引

ましたので書 いたらまず いかもしれ

所ぞの先生に 叱られそう な話があり

民営化﹄
ちょうどタイムリーな話で何

がありそうな話がありました︒
﹃郵政

営業に関する ことで皆さ んにも興味

す︒若者が田舎に残り︑魅力を感じる

探しが大変な ことになっ ているので

い人たちは親 元離れて家 を造る場所

が家の建てら れない土地 となって若

路の良い土地になっております︒
それ

畑︒住宅地より日当たり・風通し・道

絞り田舎の発展を夢み︑
調った平坦な

た畑です︒
時の大臣さんたちが知恵を

すが︒

えますか？ほ んの一例に すぎないで

天 につば 物でし たが皆 さんどう 考

ました︒

いが大変考え させられた 事例となり

転先土地代分 は見てある かもしれな

んどん地域格差が出てきてしまう︒移

できないのが実態なのか︒これじゃど

だきます︒

ます︒その顛末をここに書かせていた

たので︑ダイエットが完了したと思い

吉満

青年部会長

﹁ダイエット完了﹂

に取り上げよ うにも難し くなったの

訳が有りません︒

ります︒安全で早く目的地に着くし︑

路に似た料金 所の無い専 用道路が有

近 頃県内 にも見 うけら れる高速 道

郵政民営化に 伴い公の機 関から決ま

を持っていら っしゃった のですが ︑

すが︑
昨年までは農振除外が出来た畑

前 記し た道 路計 画に 当た った 人で

た︒

バコをやめる ことができ てからでし

寝続けたこと でショート ホープのタ

を罹った平成１９年の３月︑三日三晩

こ とのき っかけ はイン フルエン ザ

ここ最近体重 がほぼ変わ らなくなっ

減 量し終 わって １年半 経ちます が

祐市

ですが︒匿名にして欲しかったです︒

走って気持ちいいですが︑
あれもいろ
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した︒
当時の私の年齢や体格に応じた

先 ずは消 費カロ リーの 計算をし ま

セン
ました︒ウェストに至っては 95
チのズボンし か穿けない 有り様でし

そ れから はタバ コを吸 わない代 わ

りに飴やガム・タブレットを口に入れ︑

一日の消費カ ロリーはイ ンターネッ
と

トのサイトに 出ている計 算式による

た︒メタボな体の出来上がりです︒
それからが︑
ダイエットの始まりで

飲み物も前よ り頻繁に取 るようにな

り毎日忙しく 口を動かす 生活が続き
す︒インターネットの情報を見たり︑
書店の本を読み漁ったり︑
如何に手を

日の 225,000 kcal
を
2,500kcal×90
消費することになります︒これを１５

ました︒
もちろん︑
毎食の食事は美味しくて
抜きながら自 分に会う方 法は無いだ

でした︒これは３ヶ月に
2,500kcal

沢山食べるようになり︑
タバコをやめ

キロ痩せるとなると
︵１キロの脂肪を

たどり着いたのは︑
毎日出来る食事

する︶

ろうかと探し回りました︒

加は気にする ことは無い と思ってい
ダイエットを中心に行い︑
終盤に運動

た事が健康に なるので食 事の量の増
ました︒また︑夜の会合も欠かすこと

を取りくむ方法でした︒これは︑若い

108,000kcalを 引 か な け れ ばな り ま
せん︒
大雑把ですが一日あたりの摂取

燃やすカロリーを

なく出席し︑
タバコを止めたことを他

時代に運動を されていた 方がダイエ

﹂︑つまみを
酎お湯割り３杯
240kcal
﹁刺身 〜
﹂
5６切れ︵醤油込︶ 100kcal
や﹁冷奴︵半丁と醤油︶
﹂と
100kcal
﹂の
110kcal

﹁ から揚 げ︵小 ２個︶

となり︑合計 1,500kcal
でこ
750kcal
の食事配分を 基本に毎日 の食事内容

を決めて行きました︒

特に朝と昼 の食事の味 は変えたと

しても︑内容はほぼ毎日変えることな

く︑他の食事の仕方や食べ物で体重の

夜のサラダは ビタミン補 給とお腹を

変化が特定できるように努めました︒

を促す為に食 事の最初に とるようし

も取れるようにしていました︒

せんでした︒又︑御茶や水はあまりカ
に置き換えると︑朝食に﹁飲むヨーグ

それまで一向 に効果が見 込まれなか

あたり
1,500kcalに設定してダイエ
ットを始めて行きました︒

ルト系 150kcal
﹂︑ 10
時のおやつ︵糖
分補給と腹持ち︶に﹁ハードビスケッ

日に１キロ単 位で減って 行くことが

ロリー増につ ながらない のでいつで

ト 100kcal
﹂︑昼ごはんに﹁雑炊︵子
供茶碗すり切 り一杯分と 根野菜や葉

ち直してその後﹁停滞期﹂や﹁痩せ期﹂

ル１０キロの減量となりました︒

を繰り返し︑２ヶ月間の中では一時的

３日間続いたりします︒しかしすぐ持

ったところに
﹁痩せ期﹂
が訪れました︒

そして︑始めてから二十日が過ぎ︑

物野菜のみ︶ 400kcal
﹂︑３時のおや
つ︵糖分補給と腹持ち︶に﹁ハードビ

の﹁焼
80kcal

に増えること もありまし たが トータ
﹂︑一杯
グ込︶ 200kcal

スケット 100kcal
﹂
︑夜には﹁ボウル
一杯のサラダ
︵ノンオイルドレッシン

こ の内容 で一日 の食事 のメニュ ー

はん物や麺類︶は夕食には組み込みま

膨らますこと や緩やかな 血糖値上昇
カ ロ リ ー 1,300kcalで の 生 活 し な け
ればなりません︒しかし︑自分として

7,200kcalで計算
× 7,200kcalの

人に話しまわることで︑
禁煙の意思を

ットを急ぐあ まり当初よ りハードな
運動を重ねて 脂肪を筋肉 に変えてし

て︑消化や燃焼の遅い炭水化物類︵ご

15キ ロ

貫こうとも思っていました︒
ところが︑
４ヶ月が過ぎる中で呼吸

は様子を見ながらと言うことで︑一日

自分もはまるタイプであるため︑
ある

まって失敗した例をネットで見つけ︑

なってきたり するのに 自 分の思うよ

程度脂肪を落 としてから 運動を初め

が楽になってきたり︑
痰がからまなく

うに体が言う ことを効か なくなって

きました︒
日常での階段の上り下りや︑ て基礎代謝を 上げる体に 変えていこ
しかしながら︑
食事を減らすダイエ

うと考えたからです︒

つらく感じてきたのです︒
紛れも無く

ットほど誰し もが永く続 けたいとは

数百メートルの徒歩の後など︑
非常に
モタボのサインでした︒
それまで気に

思いません︒

に１５キロの食事ダイエットです︒

目 標は３ ヶ月で ７０キ ロになる 為

トまでは許容しようと決めました︒

１年間のリバ ウンドを１ ０パーセン

減量時期を３ヶ月として︑
それからの

そ こで平 成１９ 年１１ 月から実 質

はしていたのですが︑
タバコをやめて
から一ヶ月に １キロずつ 増えていっ
ていたのです︒
と う と う ︑ ５ ヶ 月 目 に は身 長
178
キロとなっ
85

センチに対して体重が

て︑ＢＭＩ値で 26.83
を示し健康診断
で太りすぎと 指摘される こととなり
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回の﹁ウォーキング﹂も併用し︑絞り

キロ減ることもあり︑
後半では週に１

さ らに３ ヶ月目 に入る と一日に ２

を増やさなければなりません︒

となり︑これ
を計算すると 2,200kcal
に合わせた食生活を続けながら︑
筋肉

ロの体重を維 持できる消 費カロリー

糖値を上げるような食べ方で摂り︑空

この間︑
食事も出来るだけ緩やかに血

すらと筋肉が付くようになりました︒

ったりして︑
全体的に皮膚の下にうっ

ね︑単純ですが︒

意外と合って いるのかも しれません

ればいいんだ と思うよう な考え方も

きる体になることが必要とされます︒

ず︑
完了後の体重を何時までも維持で

だ減量が完了 するだけで は逃れられ

す︒いわゆるリバウンドの怖さは︑た

からがダイエ ットの難し いところで

で終わりでは有りません︒
むしろこれ

の食事ダイエットなりましたが︑
ここ

これで︑
何とか３ヶ月間で１５キロ

毎晩の焼酎分 は消費する ことになり

きなくて︑
自転車でのサイクリングと

の膝痛もあっ たのでジョ ギングはで

リーが読めません︒
私の場合は昔から

れるような運 動でなけれ ば摂取カロ

当然︑運動です︒それも毎日続けら

な体質となっ たと感じる ようになり

平常時でも体から熱を発する
〜
の運度となる計算です︒ ました︒
300
400kcal
これを一週間で３・４日続けられれば
感覚を覚え︑
人よりすぐ汗をかくよう

決めました︒
一時間のサイクリングで

ました︒

代謝が上がっ たように感 じとれてき

一 年後ぐ らいか らはっ きりと基 礎

いきました︒

つけようとそ れからの半 年が過ぎて

毎 日体重 計と相 談しな がら筋肉 を

ーがアップで きるように 燃焼しやす

以前と同じ運 動をしても 消費カロリ

えました︒運動で筋肉量を増やして︑

そ こで基 礎代謝 を上げ るように 考

していくようになりました︒そして︑

になるにつれ︑
ふくらはぎが筋肉を増

雨の降らない 日はほぼ毎 日乗るよう

ことも幸いしたのだろうと思います︒

の頃にスポー ツ自転車に 乗っていた

これは自分には合いました︒
１０代

る毎日を過ご しています が現在でも

ダイエットが出来︑
体が軽く感じられ

おかげさまで︑
トータル１４キロの

キロでダイエット完了となりました︒

ていることから︑
ここで実質体重７１

化もできなが ら食事の量 にも満足し

じ体重を示すようになり︑運動の習慣

参考までに︒

ダ イエッ トに取 り組ま れる方の ご

送るように努めていきます︒多分
︵笑︶︒

からも常に体 のことを考 えた生活を

以上でレポートといたします︒
これ

込むことが出来ました︒

食事を以前の内容に戻すだけでは︑
ま

ます︒
この目論見で日々クロスバイク

腹感を抑えるように努めました︒

た脂肪が蓄積 されていく のは間違い
を走らせました︒

い体を作ろうと考えました︒

その他の箇所 も少しずつ 筋肉が付い

自転車での運 動やカロリ ーを意識し

そ れから １年半 後には ほぼ毎日 同

なく︑
あっと言う間にリバウンドとな

で も筋肉 をつけ る為に は食べな け

ていきました︒さらに︑自転車漕ぎで

た食事は止めていません︒気をゆるめ

ります︒

ればなりませんし︑
筋肉がつけば体重

肺活量が増え るようにも なっていま

います︒
私は食べ過ぎや飲みすぎの日

は増えていきます︒
この相関関係をバ

そ の後３ ヶ月ぐ らいで 食事ダイ エ

もありますが︑
後に節食することで調

ると体重は増 えていくも のと思って
ット後にだぶ 付いていた お腹の皮が

整しています︒やりすぎたら︑反省す

した︒

縮んできたり︑
頬の皮が目立たなくな

ランスよく保 つことが必 要とされる
大変めんどく さいことを 続けなけれ
ばなりませんでした︒
改 めて食 事ダイ エット 後の７０ キ
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