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本日のプログラム

第1061回（本年度 第43回）例会

次回 6/4 のお知らせ

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　
　針谷 紘一 会員

♬SONG : 「我らの生業」
●卓話　日本と韓国の関係
　福田 忠博 会員

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

皆さん、こんにちは。伏見名誉会員の御尊父様が5月19日にお亡くな
りになりました。今日告別式がありまして、数名のかたが参加されたと
思います。報告させていただきます。

先週5月16日、阪急インターナショナルホテルにて新大阪RC30周年
記念式典に檜皮副幹事と出席いたしました。第一部の式典は泉ガバ
ナーの挨拶に始まり、記念事業としてトルコRCとのグローバル補助金
による共同支援事業、水と衛生設備分野でのプロジェクトについて説
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2014-15年度第1060回（第42回例会）
幹事報告 (5/21)

幹事  辻　 義光

■本日は新入会員の自己紹介です。戸田会員、井本会
員よろしくお願いします。

■本日例会終了後、第4回新旧合同クラブ協議会があり
ます。新旧の理事役員、各委員長、入会3年未満の会
員の皆様、ご出席のほどお願いします。

明がありました。また東淀川区役所に60台のロビー
チェアーを寄贈されました。

表彰式にはガバナーエレクト補佐であられる松川様
が30年間無欠席で表彰されました。記念祝宴では有
馬の舞妓さんたちの華やかさで始まり、ヴァイオリン
演奏、オペラの独唱などの素晴らしい音色に暫し音
楽の世界に導かれました。

本日の週報の議事録にも掲載しておりますが、ネ
パール支援募金をお願いしたいと思います。ネパー
ルで4月25日に起きたマグニチュード7.8の地震に
よって、8,700人を超える死者とさらに多くの負傷者
が出ており、現在、救命活動と緊急支援活動が行わ
れています。過去80年で最悪となった今回の地震
は、政府によると同国39地域の800万人の生活に甚
大な被害を与え、そのうち140万人は深刻な食糧難
に直面しています。

この事態を受け、ゲイリーC.K.ホァンRI会長は次のよ
うな声明を出しました。

「ネパールにおける今回の凄まじい地震被害に、世
界中のロータリアンとともに深く哀悼の意を表明しま
す。何千もの命が失われたことに深い悲しみを感じて
おり、ロータリーは、他の国際機関と協力して緊急支
援を生存者に提供し、会員の人知を尽くしてネパー
ル全土における長期復興と再建を支援します」

そういうことで、中之島RCとして、10万円の寄付をす
ることが理事会で決まっております。それに、会員皆
様の個々の募金が加わります。本日、募金箱が回りま
すのでよろしくお願いいたします。

■IM6組新旧合同会長・幹事「睦輪会」があります。

　1. 日時　2015年5月21日（木）18：30～

　2. 場所　新大阪ワシントンホテルプラザ2F
　　「老松の間」

■5月28日（木）の卓話は福田会員です。よろしくお願い
します。

■6月4日（木）の卓話は針谷会員です。よろしくお願い
します。

■6月11日（木）の卓話は早瀬会員です。よろしくお願い
します。

■6月11日（木）、新入会員の戸田会員、井本会員、米山
奨学生楊さん、ピアニストの金田さんの歓迎会です。
よろしくお願いします。

■地区より「次年度会員増強セミナー開催のご案内」が
来ています。

　1. 日時　2015年6月20日（土）14：00～16：45

　2. 場所　大阪YMCA 2F大ホール

嶽下会長エレクト、次年度会員増強維持委員長、ご出
席お願いします。

先　附 若竹豆腐　蛸　蕨　木の芽
造　り 鯛　鮪　あしらい
蓋　物 山菜湯葉蒸し　百合根　三つ葉　鼈甲餡かけ
焼　物 豚ロース味噌柚庵焼
食　事 白御飯　香の物
止　椀 赤出汁

本日のメニュー



戸田 佳孝 会員

5月5日のローターリーフェスティバルでは中之島ロー
ターリークラブは最も参加人数が多く、活発で仲の良い
クラブであることを実感させて頂きました。そのような中
之島ローターリークラブに入会を許可頂き、本当にあり
がとうございます。

私は高島凱夫先生と栗山博通先生のご推薦を頂き本
年4月より入会させて頂きました戸田佳孝です。生年月
日は昭和35年4月28日生まれの54歳です。

私が生まれた1年後の昭和36年に父戸田孝が八尾ロー
タリークラブに入会したため、幼稚園や小学校の頃から
家族会に参加させて頂き、ロータリーのおっちゃん達に
かわいがってもらっていました。

昭和48年に僕は大阪教育大学付属天王寺中学に入学
し、柔道部で部長になりました。昭和54年に大阪教育大
学付属高校天王寺校舎を卒業しました。

僕が整形外科医を志した理由は高校時代に英語の家
庭教師をしてくれていた福田麗子先生の影響です。彼
女は重症の関節リウマチで僕の家の階段を一段ずつ
ゆっくりしか降りられず、そんな彼女に肩を貸しながら
「僕が医者になって先生の膝を治すからね」と言ってい
たのが、きっかけです。

1年浪人して、昭和55年に高島先生や栗山先生と同じ
関西医科大学に入学しました。僕が大学2年生の時に父
戸田孝は第2660地区のガバナーをさせて頂きました。

昭和61年関西医科大学を卒業し、整形外科学教室に入
局しました。当時の整形外科医局は山﨑豊子さんの白
い巨塔さながらの世界であり、教授は神様で、医局員は
教授に気に入ってもらうことだけを考えて行動していま
した。それが嫌で僕は何度も医局を辞めようと考えまし
た。そんな時に父がロータリークラブの重要な精神の一
つである職業奉仕の話をしてくれました。「医師という職

業を誠実に努力することが社会への奉仕である。自分
の職業の道徳的水準を高め、努力することが大事であ
る」と励ましてくれました。そこで医者に気に入ってもら
うよりも社会に直接役立つ治療法を研究するために昭
和63年に大学院に入学しました。

平成4年に卒業し、同年医学博士号を取得しました。

平成9年ボストンのタフツ大学に留学した後、平成10年
に御堂筋線江坂駅の駅前で戸田リウマチ科クリニック
開業しました。開業した後も父の教えてくれた職業奉仕
の精神にのっとり、開業医にしかできない整形外科の研
究、つまり、手術以外の治療法、それを保存的療法とい
いますが、保存的療法の研究に取り組んできました。

そのおかげで平成15年には開業医で唯一、日本整形学
会奨励賞受賞させて頂きました。また、今年平成27年か
らは大和大学整形外科非常勤講師も務めさせていただ
いております。

ロータリーの真の姿はenjoy、study、service―楽しみ、
学び、奉仕すると聞いております。私にとって、膝や腰の
痛みの治療法を楽しみながら学び、そこから得た知識
を世間に広めることが職業奉仕だと考えております。

ローターリークラブは選ばれた人の集いです。僕ほロー
タリークラブの一員になれたことを誇りに思っています。
今後は他人への思いやり、助け合いの心を忘れずに、
サービス第1、自分第二の精神を身につけていきたいと
思いますので、何卒、ご指導ご鞭撻のほどお願い申し上
げます。

井本 万尋 会員

井本万尋（いもとかずひろ）と申します。かずひろと読ん
でいただき難くて苦労していますが、両親からは、いろ
いろと考えてつけたとのことを聞いておりました。

新入会員自己紹介

戸田 佳孝 会員、井本 万尋 会員



中学生の時に辞書で調べましたら、手と手を真横に広
げての距離が一尋（いちひろ）といい、万尋でかずひろ
ということが広辞苑に載って居ました。

両親は多分、物知りになってほしいということの思いで
つけてくれたのだと思いましたが、なかなか名前負けし
ております。

生まれは大阪の藤井寺市。小学校2年生までは羽曳野
市で過ごしました。母親の姉妹が男がいないということ
で父親が養子になる格好で兵庫県の三木市に転校い
たしました。

三木市では風光明媚な環境で田んぼで野球をし、川で
泳ぎ、昆虫を追い回す少年時代を過ごしました。

中学校では部活動は野球部に所属し、田舎の学校で
あったため、人数が1学年で60名ほどと少なく野球部で
はピッチャーで4番をさせてもらえました。

先日、京セラドームでの試合で安達会員より途中で投げ
ろと言っていただき、喜んで昔の杵柄で投げたものの、
途中でバテテしまい、現在来る甲子園での登板に向け
て日曜日に息子を引っ張り出してキャッチボールをして
います。次の登板の機会がありましたら期待しておいて
ください。

そんなことで野球でセレクトにかかりまして高校は私立
の三田学園に入学し、いろいろと悩んだ挙句、高校時代
は野球をせずにテニス部に所属いたしました。高校生
活では寮生活を行いました。

三田は盆地で冬は寒く、ストーブなどの暖房器具のない
寮生活はとっても厳しいものでした。消灯は10時で部活
が終わると走って門限の6時半に間に合うようにお風呂
上りに帰ると前髪が凍るぐらいの寒さです。また歯ブラ
シも朝歯を磨こうとすれば、ツララになっており高校生
活は全く華やかさとはかけ離れた生活をしておりました。
しかし同じ釜の飯を食い、共同生活を行った仲間は今
でも良き友人として付き合っております。

大学では地元の甲南大学に進みました。時代は1988年
バブル期間只中。浮かれた時代でしたが、そんな中、今
の仕事に就くきっかけとなった朝日生命の営業職員さ
んに保険業の重要性、社会貢献性、商品は目に見えな
いもので自分自身を信用して買っていただく営業の難
しさにあこがれ、興味を持ち、是非、就職では保険業界
に進みたいと思うようになりました。

そして、縁があり明治生命へと1992年に就職いたしま
した。私は両親ともに兼業農家の公務員（小学校の先
生）のもとで育ちましたので、商売というイロハが全く分
からず、全くその当時も保険会社でサラリーマンとして
身をうずめるつもりでおりました。

入社して、大阪に2年、京都へ転勤しまして結婚し、子供
も設け仕事では京都の桂営業所で営業所長をやりまし

た。京都で6年、そして東京本社で3年、本社では保険会
社の中枢を見せてもらえました。意外にアナログな決定
と指示がなされてることにびっくり致しました。それから、
奈良へ転勤をし、奈良営業所長を2年勤務いたしました。

奈良では約40名の営業所でしたので毎日が多忙な日々
を過ごしました。

子供も大きくなり、両親も老いてきたので、自分の転勤す
る仕事を35歳の時にもう一度見直し、保険業を違った
形で大阪で出来ないかと思い、現在の代理店制度のあ
る東京海上日動の代理店研修制度に転職いたしました。

3年と2カ月にわたり、研修時代に紹介者である辻会員
と出会いました。

私はたくさんのお客様に恵まれ、無事、研修制度終了と
ともに会社設立を行うことができ、現在会社も7期目に
突入しております。

2年前に東京海上の勧めで4名の代理店をM&Aさせて
いただき、2拠点10名態勢で賑やかにやっております。

将来の夢は、自分の実家の家業である農家が現在、限
界集落状態に陥っており、先祖代々と伝わってきた農地
をもっと活性化したい、地元に貢献したいとの気持ちも
強く、現在の保険の仕事をお客様ともに楽しく過ごして
いくと共に、時間を見つけて農業が出来る環境を築け
れば良いなと思っております。

私の好きな言葉に「念ずれば花開く」という言葉です。坂
村真民の言葉ですが、なんでも意識して一生懸命向
かっていれば必ずや道が開けると思って何事にも取り
組んでいます。

この中之島ロータリークラブで新しい自分を見出せたら
なと思って取り組みたいと思います。

井本会員の紹介者である辻会員に対し、
国際ロータリーよりピンバッジが送られました。



クラブ奉仕委員会

村橋委員長

今年度、5名の新入会員を迎えて、例会の雰囲気も明
るくなり、新入会員の方々も例会や様々なクラブ活動
を通じて、会員相互の親睦を深め、クラブの雰囲気に
馴染んでこられたと思います。

新入会員の方々が、例会や会員研修等の機会を通じ
て、ロータリーの理解を深められ、これからのクラブ活
動において活躍されることを期待致します。

クラブが活気を増し、次年度以降も求められる良い姿
のクラブを目指しながら次年度に引き継いで参りたい
と思います。

会員増強・維持小委員会

木村委員長［2014～2015年度］

本年度のスタート時点における会員総数は27名でし
た。そのスタートの際の活動方針において、「純増3名
を目差し、30名の大台を達成できるようがんばりま
しょう。」と話しましたが、上記30名の大台を達成でき
るとは夢にも思っていませんでした。

ところが、結果的には次のような増減がありました。

増員は木村佳弘会員、藤本淳司会員、村上俊二会員、
戸田佳孝会員及び井本万尋会員の5名で、退会は黒
田康子会員（逝去）の1名だけとなりました。

結果、4名の純増となり、会員総数は31名となりました。

今後、上記30名を維持したうえで、更なる増強に努力
すれば、会員総数が35名、40名となることが視野に
入ってきたものと言えるのではないでしょうか。

辻（義）新委員長［2015～2016年度］

会員数の減少はクラブ活動が制限されるだけでなく、
会員個々への士気低下、役割、費用負担が多くなり、疲
弊する状況となります。

今年度はまず会員相互の情報交換を活発にして、現状
の30名の維持に努めます。

増強については昨年度4名（入会5名、死亡退会1名）
増員でしたが、今年度も会員として相応しいと思われ
る人物5名を入会目標にと思っています。

第4回　クラブ協議会[新旧合同]（2014～2015年度）

日　時：2015年5月21日（木）　例会後13：40～
場　所：太閤園2F　サファイアルーム
出席者：下岡、嶽下、辻（義）、村橋、北村、針谷、西田、福田、安達、吉田、杉村、戸田、村上、檜皮(敬称略)
　　　　高島PDG…ヴェトナムVTTの説明（派遣チームリーダー高島PDG）

開会の挨拶　下岡会長
【協議事項】

例会運営小委員会

嶽下委員長［2014～2015年度］

本年度の方針である「明るい楽しい例会」を目標とし
てこの1年間取り組んできました。

会員の皆さまは勿論こと、例会にお越しいただきまし
たビジターの方、そしてゲストの方にも十分に楽しん
で頂いたのではないかと思っています。

これも下岡会長の本年度クラブ方針であります「気づ
きと明るい笑顔の挨拶」が会員の皆さまに十分に伝
わったものと考えます。下岡会長には心からお礼申し
上げます。

親睦活動小委員会

北村委員長［2014～2015年度］

1.平成26年8月9日（土）の家族親睦会は、台風の為中
止となりました。

2.平成26年10月30日（木）台北福齢RCとの姉妹締結
10周年記念式典・祝賀会を太閤園にて開催。翌31
日（金）歓迎観光・歓迎会を京都で行う。

3.平成26年12月20日（土）クリスマス家族会を太閤
園にて開催。

4.平成27年1月29日前期入会・新入会員（藤本、木村、
村上各氏）歓迎会を太閤園にて開催。

5.平成27年3月19日（木）親睦小委員会・新入会員
（藤本、木村、村上各氏）歓迎会を京都河原町「田ご
と」で開催。

6.平成27年4月11日（土）春の家族会を京都ANAクラ
ウンプラザにて開催。翌12日（日）バスにて花見ツ
アー開催。

上記6件の内5件の事業を行いました。

あと予定として後期入会の井本、戸田各氏の新入会員
歓迎会が6月11日と最終例会であります。

西田新委員長［2015～2016年度］

次年度の親睦委員会の基本方針は中之島RCの良い
ところである、皆が仲良く大変アットホームな雰囲気
をさらに深めていきたいと思います。そうする事により
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出席率の向上、ひいては会員増強・維持につながると
おもっております。

大きな事業としては、12月に太閤園でのクリスマス家
族会、そしてもう一つ来年の桜の季節に皆で楽しめる
家族会を開催したいと思います。

会員研修小委員会

北村委員長［2014～2015年度］

1.平成27年3月19日（木）新入会員　藤本、木村、村
上各氏の研修を行った。

2.平成27年4月9日（木）新入会員　井本、戸田各氏の
研修を行った。

以上、今年度のこれまでの事業です。次年度、宜しくお
願いします。

針谷新委員長［2015～2016年度］

「’15-’16年度委員会活動方針･計画」に記載したとお
り、研修は入会1年未満の新人会員についての研修と、
それ以外の会員の研修があるが、新人研修は年数回、
情報集会も年数回開催して、ロータリアンとして一層
の成長をして貰う。ただし、あまり堅苦しい話ばかりを
するのではなく、親睦を兼ねなが行いたい。

職業奉仕委員会

福田委員長［2014～2015年度］

5月9日2014～2015年度第2回クラブ職業奉仕委員
長会議がYMCAで行われ、次期職業奉仕小林委員長
及び地区委員としての北村会員と共に出席しました。

今年度の地区は職業奉仕活動により、人づくりを行う
ことを目的として各会員にガバナー月信や委員長会
議の場で情報を発信して、それなりの成果があったと
考えているとの報告がありました。

またIM毎に分かれてバズセッションがあり、大阪中之
島RCの職業奉仕委員会の活動状況は、職業奉仕月間
のフォーラムで職業奉仕活動が人作りに役立つ実例
を挙げて説明したと報告しました。

小林新委員長［2015～2016年度］

「今年度の活動方針」

職業奉仕とロータリーの四つのテストの関係の理
解を深め職業奉仕の原点を究めたい。

「今年度の活動計画」

①職業奉仕月間には、職業奉仕の考え方について
討論し合う。

②出前授業の実施

③会員企業の職業訪問（会員の企業に限定せず、
会員推薦の企業（職場）訪問も含める。）

④会員企業の設立を記念し該当月に記念品を贈呈
する。

社会奉仕委員会

辻（一）委員長［2014～2015年度］

本年度は、東北支援活動をはじめ、成美学寮での「もち
つき大会」に加えて実施しました三世代合同事業として
の大型TVの贈呈など、従前のスタイルを踏襲しつつ多
くの仲間と共に有意義な活動ができたものと考えます。

そして、次年度には新しいスタイルの活動の基盤作り
が進むことを祈念してお世話になったお礼のご挨拶と
致します。

安達新委員長［2015～2016年度］

社会奉仕委員会は、例年上半期に殆どの行事が終わ
ります。次年期につきましても、どうしてもその傾向が
強く、何とか下半期にも社会奉仕と言えるような企画
を検討したいと考えています。その有力候補が先日お
見えになられ詳しくご説明いただきました「神戸光の
村授産学園」へのアプローチです。

上半期は既にすべての行事の日程が決定しております。

①10月8日（木）社会奉仕委員会卓話担当
　内容は検討中

②10月9日（金）～10日（土）岩手県下閉伊郡岩泉町
岩泉中学校・小学校訪問

③10月23日（金）三世代合同例会　於　帝国ホテル
これに先立ち合同奉仕事業として9月12日（土）に
大阪赤十字付属大手前整肢学園の園生を須磨水
族館に連れて行くことに決定している

④成美学寮餅つき大会13：00～（約1時間）
今年度は天満ローターアクトクラブのメンバーに運
営・進行をお願いする。

国際奉仕委員会

吉田委員長［2014～2015年度］

今年度は盛り沢山の行事が行なわれ、無事つつがな
く終了したことは会員の皆様方のご協力によるものと



感謝致します。下記にその行事を報告します。

14年10月30・31日　
台北福齢RCとの姉妹クラブ10周年が太閤園で成
功裡に終了しました。

14年11月3日・4日　
東北支援として岩手県岩泉町小本小学校と野田村
野田中学校に寄贈。災害支援より40万円、台北福
齢より40万円、中之島RCより40万円拠出しました。

15年1月10日～13日　
ヴェトナム・ダナン市のクエツスアン村郡立病院に
医療器具を寄贈しました。地区補助金から20万円、
中之島RCから20万円拠出しました。

続いてヴェトナム国立病院を訪問し副院長他スタッ
フとVTTを使ったロータリー活動の進め方について
意見交換をしました。さらに予てから要望のありまし
た孤児院を訪問、今後の支援を考えさせられました。

15年2月3日
財団本部からグローバル補助金の申請が承認され
ました。

台湾の「識字問題」に関して福齢RC他の8クラブの
協力の下、主たる共同提唱クラブである中之島RC
は今後視察を兼ね支援学校を訪問する予定です。

15年4月19日～21日
台湾福齢RC創立17周年行事に参加。奨学金支援
プロジェクトに協力しました。毎年1人の奨学生に
20万円の支援を行っております。

辻（一）新委員長［2015～2016年度］

関係委員会等との連携に配意しながら、国際奉仕
活動の理解を深めて、親善と平和を推進していくと
云う従来からの方針を踏襲したいと考えます。

具体的な活動としては、

1.台北福齢RCと共同でGG資金を活用した貧困地
区支援及び奨学資金の提供を実施。

2.前年に引続き東日本大震災関連支援（台北福齢
Rとの共同）の側面的支援。

3.従来から継続していたベトナムへの医療機器支
援については休止。

尚、ベトナムの「お寺」に対する支援については、
本格実施の是非を判断するための当クラブ単独
事業としての交流を実施。

4.VTT（職業研修チーム関連）については、本格実
施に向け積極的に関係団体との協議を進める。

であります。関係各位のご指導をどうぞよろしくお願
い致します。

SAA

早瀬委員長［2014～2015年度］

例会が今日まで、無事運営進行ができたのも、副SAA、
委員の皆様のご協力の賜物です。有り難うございました。

又、会員の皆さまのご寛容のお蔭であります。新入会
員が五名入会していただき例会が活性化し盛り上
がった例会になっております。来期も今期同様に会員
増強を頑張ってください。クラブ運営が上手くいって
いるかどうか、一番わかるのは例会の雰囲気です。例
会がビジターにとって不愉快に思われたとしたら、そ
れはSAAの責任であり、ひいては幹事の責任です。

ニコニコの発表のような事が任務でなくとも、ユニーク
な話題などを選別して発表したり、もっと広い意味で例
会をどのように運営していくか、例会場の気品、風紀を
守ることは勿論ですが、来訪者に対する「心配り、ゆっく
りおくつろぎください」の一言挨拶なども大切です。

ニコニコの件ですが、本来は別会計ですが会員減少
の為ニコニコ金を本予算に組み込んでいます。別会計
にするためにも、会員増強が大事です。大手クラブで
は数千万円の基金を積み立てています。

現在のニコニコの累計は1,629,000円です。200万を
目標にしております。ご協力をお願いいたします。

北村新委員長［2015～2016年度］

今年度の流れを引き継ぎ、例会が規律ある中、楽しく
開催できるよう頑張ります。怪我の手術の為、初年度例
会を欠席することがあるかもしれないので、5月27日
の11時30分から次年度メンバーで打ち合わせします。

会計

井戸本会計［2014～2015年度］

本年度、会計につきましては、会員増強委員会の活発
な活動の成果として5名の会員増強を実現していただ
き、入会金及び会費収入は当初の予算を上回る事と
なりました。次年度においても、より一層の会員増強を
図っていただくことにより財政の安定化を目指してお
ります。

嶽下会計代理［2015～2016年度］

本年度、会員数の増加によりまして、ようやく次年度
から本来のロータリー会計とすることができました。
皆様のご理解、ご協力に感謝申し上げます。内容は
クラブ運営資金、奉仕活動資金、特別会計、預かり
金会計となっています。特に奉仕活動資金につきま
しては、ニコニコ収入が活動の原資となります。次年
度以降も引き続きニコニコ資金にご協力いただき
ます様にお願いいたします

閉会の挨拶　嶽下会長エレクト



●出席報告
会員数 31名 国内ビジター 0名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 24名 外国ゲスト 0名
欠席者 6名

出席率 80.00%
4月23日の修正出席率 90.00%

●メイクアップ
井戸本 泰次   4 月11日 春の家族会
木村 眞敏   4 月11日 春の家族会
小林 俊明   4 月11日 春の家族会
満村 和宏   4 月11日 春の家族会
杉村 雅之   4 月11日 春の家族会
嶽下 勇治   4 月11日 春の家族会
辻　 一夫   4 月11日 春の家族会

ニコニコBOX21
5

下岡：ニコニコ
嶽下：自己紹介、よろしくお願いします。
村橋：井本会員、戸田会員自己紹介よろしくお願いし

ます。
吉田：ニコニコ
針谷：新入会員の皆様、自己紹介楽しみです。
高島：井本さん、戸田さん卓話楽しみにしています。
小林：戸田さん、年寄り向きの貴重な本を有難うござ

います。
北村：6月18日足の手術をします。頑張ります。
村上：自己紹介頑張ってください。ニコニコ
永井：戸田さん、井本さん自己紹介頑張ってください。

楽しみです。
檜皮：戸田会員、井本会員自己紹介楽しみにしており

ます。
満村：本日も早退です。すみません。
岡本：先週欠席のお詫び。ニコニコ
戸田：ニコニコ

本日合計 : ￥30,000
累　計 : ￥1,731,020

安達会員、お孫さんのお誕生おめでとうございます。

Congratulations!

戸田会員、テレビ出演予定

6月2日（火）

NHK総合（1チャンネル）午後4時50分「シブ5時」と
いうニュース番組で、首の痛みについて2～3分イ
ンタビューを受けます。

6月3日（水）

戸田会員が6月3日放送のフジテレビ（関西8チャン
ネル）21時からホンマでっか！？テレビ「今すぐできる
健康チェック」のコーナーで戸田会員が「ひざ専門
家」として出演されます。

お時間がなくても是非ご覧ください。

今週のラジオ体操


