
老　　人　　の 性　生　活
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本日は伝統ある鶴岡ロー

タリークラブでのスピーチ

の機会を与えて頂き、大変

名誉に思います。又、この

機会を作って頂いたプログ

ラム委員長の飯野さんに心

から感謝致します。

本日は「老人の性生活」

についてお話ししたいと思います。

その前に、昨今話題のAIDSについて、最近の

知見をお知らせします。表1を参照下さい。

「AIDSとは」

A．Acquired　後天的（生れた後から）

LImmuno　　免　疫（病気に対する免疫）

D．Deficieney　不　全（役に立たなくなる）

S．Syndrome　症候群（色々な症状の集り）

原因：HIV（fIunanImmunOdeficieneyVirui）

HIVに感染したもの→キャリア

（発病していないもの）

発病したもの→AIDS患者

HIVに感染

男性同性愛

静脈注射による薬物濫用

不特定多数との性的接触
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発　症

6～8週　　2ケ月～5年　O AIDS

「　　十ノ　　　　　　、1　　1

0　　　　　　　　リンパ節腫脹

HIV抗休陽性　　　　　　肺炎

悪性腫瘍

予防法：上記の感染機会を避ける

治療法：まだ無い

女性の生涯の生理

的変化は表2の通り

で、皆様の奥様の殆

どが更年期～老年期

と推察致します。

更年期とは、月経

の無くなる前後数年

間をいい、卵巣から

女性の生涯の生理的変化

1．幼　児　期

2．思　春　期

3．成　熟　期

4．更　年　期

5．老　年　期

の女性ホルモンの減少によって、ありとあらゆる不

愉快な症状が表3の如く現われてきます。この症状

の強弱は本人の性格、環境に大きく左右されますが、

特に円満な夫婦生活が症状を軽くする必須条件であ

ります。当然性生活がそのうちの大きな要素を占め

ますが、図1の如く日本人はアメリカ人に比べ、年

令と共に性交の回数が著しく減少します。これは、

生活習慣、文化の違いからも起因することでしょう

が、アメリカでは60才で遇1回の性交を拒否します



と、夫でも要でも離婚を前提として訴訟を起されま

す。

年をとっても性的興味は表4の如く決して無くな

りません。又、人間の性の能力について、アレキサ

ンダーという人は「100才まで可能」であると言っ

てますし、ジョンソンは「男女とも80才を過ぎても

なお満足した性交を楽しむ能力がある」と言ってま

すし、又、大岡越前の老母は「灰になるまで出来る」

と申しており

ます。事実、

図2の如く、

50％の人がイ

ンポテンツに

なるのは80才

となっていま

す。80才まで

は50％の人が

性交可能とい

うことです。



表4　中高年者の性意識　　　　　　　（％）

年　　令 ��人数 �なし �やや ある �ふつう �強い 

男 性 �46へ■50 �43 �0 �9 �63 �23 51一一55 �41 �0 �19 �71 �10 

56一一60 �61 �5 �26 �57 �12 

61一一65 �54 �11 �37 �48 �4 

66へ′70 �62 �10 �32 �48 �10 

計 �261 �6 �26 �56 �12 

女 性 �46へ一50 �43 �7 �23 �61 �9 51～55 �41 �20 �24 �51 �5 

56へ′60 �48 �31 �25 �44 �0 

6トー65 �43 �51 �37 �12 �0 

66一一70 �54 �50 �26 �22 �2 

計 �229 �33 �27 �37 �3 

何故性生活を中止したかを見ると、表5の如く、

女性では配偶者の死亡、病気が主たる理由となって

いますが、男性では「不可能と思っている」という

意識が大きな割合を占めております。古来、英雄、

芸術家、事業家はチャップリン、上原謙の例をとる

までもなく、老令まで性生活を可能にしております。

この事は常に大脳皮質を刺激しているからです。鶴

岡の各事業のトップが集っている鶴岡ロータリーク

ラブの皆様は必ずや「灰になるまで可能」と思われ

ます。

表5　性交を中止した理由

区　分 �男 ��女 

事　由 �人数 �％ �人数 �％ 

配偶者の死亡 �0 �14 �35 �36 

配偶者と別居または離婚 �0 ��12 �12 

配偶者の病気 �5 ��19 �20 

配偶者による関心の喪失 �3 �9 �4 �4 

配偶者の性行為不能 �2 �6 �17 �18 

自己の病気 �6 �17 �2 �2 

自己による関心の喪失 �5 �14 �4 �4 

自己の性行為不能 �14 �40 �4 �4 

計 �35 � �97 � 

しかしながら意欲があっても、特に女性は肉体的

に膣が狭くなったり、性的刺激を受けても膣粘膜の

分泌物が少くなって、性交痛を強く訴えることがあ

ります。この様な場合、アメリカ人とても同じで、

その解消法としてゼリーを使用します。これは何で

もツルツルにするゼリーで、私共も診察に際して痺

痛を訴える患者さんに使用したり、赤ちゃんの便秘

に使用しております。アメリカでは、鶴岡で言えば

「主婦の店」にあたるようなスーパーマーケットで

売っております。当院でも売店にて販売致しており

ます。1本1，000円です。このゼリーの使用によっ

て、かなりの方々が夫婦生活を再開して頂けるもの

と思います。

ただし、表6の如く、夫婦生活中の突然死、即ち

「腹上死」が特に老令者の性生活に起り得ますので、

高血圧の女性、心臓の悪い男性は、あまり張り切り

過ぎないよう御注意下さい。

表6　性交死く腹上死〉の発生頻度

㌣ジCh（1932）2・668　3　0・1

上野（1963）
日本・東京

松倉（1971）
日本・大阪

5，569　　　34　　　0．6

11年間　　　62　　　7

夫婦というものは、その精神的なきずなも勿論大

事ですが、性生活も極めて重要な要素であります。

私のお話が皆様の今後のより豊かな夫婦生活にお役

に立てて頂ければ幸いです。

本日はどうもありがとうございました。

（会長報告〕
山口篤之助署

1．去る6月11日、故嶺岸光吉さんのお葬式が厳か

に行われました。会員の多くの万々のご参列をい

ただきました。故人の生前のご人徳と存じます。

尚、友人代表の佐藤衛さんや中江さんは、嶺岸さ

んへ毎日行かれ、最後までお手伝いなされました。

感謝申し上げます

2．本日午後4時より、本年度最後のクラブ協議会

を新旧合同で行われます。理事、各委員長さんの

引継ぎでもありますので、是非ご出席をお願いし

ます。



（幹事報告）
松田士郎君

○例会時間・場所変更のお知らせ

鶴岡西ロータリークラブ

6月26日（金）の例会を最終例会の為

6月26日（金）午後6時30分点鐘

場　所　湯の浜温泉　竹屋ホテル

登録料　　3，000円

余目ロータリークラブ

6月26日（金）の例会を最終例会の為

6月訪日（日）午後6時30分点鐘

場　所　余目町商工会館

登録料　3，000円

酒田東ロータリークラブ

7月2日（木）の例会を初例会の為

7月2日（木）午後3時30分点鐘

場　所　　湯の浜温泉　宮嶋屋

○会報到着のお知らせ　鶴岡西R．C

O山形新聞放送8大事業

「山形懸コロラド親善ミッション」について

日　時　10月4日～10月12日まで

（ごあいさ三つ　嶺岸豊子さん

生前中主人が、皆様方に

大変にお世話になりました

事を心より感謝申し上げま

す。又、葬儀の際は会員の

皆様、多勢の方々にご参列

いただき厚くお礼申し上げ

ます。

私は、株主総会で代表取

締役を引受け、主人の意志

を引継ぎ、会社を守って参ります。今後とも富士印

刷㈱を宜しくお願い申し上げます。

香典の一部をR．Cを通じて、社会福祉の為寄附さ

せていただきます。宜しくお願いいたします。

北楯　　学宕
無事一年間分区代理の重責をつとめさせていただ

きました。これも皆様の暖かい御支援のおかげと心

より御礼申し上げます。

今後は、一会員としてR．C発展の為尽してまいり

ます。本当に有難うございました。

（ぉ　願　い）　和島泰則署

第39回山形県PTA研修大会が温海温泉を会場と

して9月4日・5日に開催されます。趣意書に御賛

同いただき、この会の諸費に充てるべく、広告料と

してご寄付をお願い申し上げます。

鶴岡R．Cゴルフコンペ成績表

NAME �OUT �I　N �GROSS �HIX：P �NET �RANK 

笹原桂一 �44 �41 �85 �12 �73 �優　勝 

佐藤　忠 �49 �49 �98 �22．8 �75．2 �準優勝 

富田孝一 �46 �44 �90 �14．4 �75．6 �第1位 

秋野　忠 �41 �47 �88 �12 �76 �第2位 

藤川享胤 �44 �42 �86 �8．4 �77．6 �第3位 

佐藤　衛 �49 �49 �98 �20．4 �77．6 �第4位 

加藤　賢 �47 �51 �98 �20．4 �77．6 �第5位 

皆川光吉 �44 �45 �89 �9．6 �79．4 �第6位 

松田士郎 �59 �53 �112 �32．4 �79．6 �第7位 

飯野準治 �42 �58 �100 �19．2 �80．8 �第8位 

手塚　拓 �54 �65 �119 �32．4 �86．6 �第9位 

ニアピン　7番．佐藤忠17番．笹原桂一

〔ス　マ　イ　ル〕

布施隆夫君　　会社創業20周年を迎える事が出来

て。

北楯　学君　分区代理として長い間皆様に大変

お世話になりまして。

丹下誠四郎君　　昨日、山形県美容コンクールに於

て、妻がやっております店の店長

がカット部門で優勝出来て。又、

娘が4年間の美容研修を終了し、

鶴岡に帰ってきて。

佐藤　衛君　嶺岸さんの葬儀の際、皆様に大変

お世話になりまして。

6月9日の鶴岡R．C創立記念日の

出席率が96．83％と今年最高の記

録が出来て。

藤川享胤君　　6月4日、湯の浜C．Cでホールイ

ン・ワンが出来て。

（ビ　ジ　タ　ー）

立川R．C　　　北楯

温海R．C　　　和島

鶴岡西R．C　　佐

奥

石黒慶一君

斎藤健治君

米山奨学金　9．020円
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