公益財団法人 SBS 静岡健康増進センター公開講座
「聞いてなるほど！ いきいきライフ」の 2015 年度シ
リーズ（全５回）がこのほど、静岡市葵区のしずぎんホー
ル「ユーフォニア」でスタートした。第 1 回講座で講師
を務めたスポーツジャーナリスト増田明美さんの講演
内容を紹介する。 〈企画・制作／静岡新聞社事業部〉

全 5 回シリーズ 第1回・下
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増田 明美さん、皆が望 んだ本講 座 2 回目
「お久し振り
一杯振りまいての登壇でした。第一声
分という人
ね」、歌の文句じゃないけれど 6 年前「自
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康、2 に健康、その基本は「1 に運動」
が物としました。今回も「健
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た。 何とそこにはにっこり笑 顔の 若き
手、話と写真撮影。前回
続いて第二幕。聴衆の皆と会場出口で握
ベーター 前で一人ひとり
二人 の K.T 感銘を受け、 一人は８階エレ
と一緒に皆様にご挨拶し
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な走りが魅力的で、これか

立静岡高、京都大医学
遠山 和成 1941 年生まれ。県
医長、副 院長 を歴 任し、
部卒。静 岡県 立総 合病 院の 外科
センター所長。
2006年より SBS 静岡健康増進

1964 年千葉県いすみ市生まれ。成田高校在学中、長距
離種目で次々に日本記録を樹立。84 年ロス五輪の女子マ
ラソンに出場。92 年の引退までの 13 年間、日本最高記録
12 回、世界最高記録 2 回更新という記録を残す。元文科
省中央教育審議会委員、厚労省健康大使、日本障がい者ス
ポーツ協会評議員、プラン・ジャパン評議員、笹川スポー
ツ財団理事など歴任。

健康セミナー

30

20

73

増田 明美さん

遠山所長の

20

静岡市駿河区登呂 3-1-1
☎ 054（282）
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http://sbs-smc.or.jp
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