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青少年奉仕月間
月間テーマ（5月）

第1151回（本年度 第39回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 5/25 のお知らせ
♬SONG : 「友愛の歯車」
●卓話　篳篥の演奏
　講師　深親 亮介（ふかみ りょうすけ）様
　（光妙寺副住職・篳篥奏者）
　西田 末彦 会員

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　電気・ガスの自由化と

関西電力の取組み
　講師　明徳 毅（みょうとく たけし）様
　（関西電力 お客様本部 営業本部長）
　岡本 啓吾 会員

5月は「青少年奉仕月間」です。

当地区の青少年奉仕部門は、青少年活動委員会、青少年交換委員
会、インターアクト委員会、ローターアクト委員会の四委員会で構成
され、其々の活動を行っています。

クラブ創立25周年記念事業として、計画を進めているインターアクト
クラブ設立をRIに申請していましたが、5月8日付にて国際ロータ
リー・ジョンＦジャーム会長より開明中学校・高等学校インターアクト



2016-17年度第1150回（第38回例会）
幹事報告 (5/11)

幹事  杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■5月11日（木）
本日は栗山会員の卓話です。よろしくお願いいたし
ます。

■5月18日（木）
岡本会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

例会終了後、新旧合同理事会を開催いたします。今
年度、次年度理事役員の皆様出席のご予定をお願
い致します。

■5月25日（木）
西田会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

例会終了後、新旧合同クラブ協議会を開催いたし
ます。多くの会員のご出席を賜りますようお願い致
します。

■6月1日（木）
各委員会、小委員会活動報告です。ご準備よろしく
お願いいたします。

■6月8日（木）
下岡会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

地区委員会、その他の報告です。

■クラブ職業奉仕新旧委員長会議
日時：5月13日（土）　10：00～12：00
会　場：OMMビル
※満村委員長、早瀬次年度委員長、出席のご予定
をお願い致します。

■クラブ社会奉仕新旧委員長会議
日時：5月13日（土）　14：00～16：00

クラブ（IAC）結成認定状を受領致しました。これを
もって正式な活動準備を進めていくことになります。

このIAC設立の共同提唱を検討されていた大阪東RC
から連絡があり、理事会において、次年度のインター
アクト担当委員を選任され、発足に向けた準備をさ
れており、次年度には正式なクラブ組織を編成され
ると思います。

共同提唱クラブと協力して活動を行うことには、活動
費用の負担軽減等の側面もありますが、他クラブとの
共同事業を行なうことにより、担当される会員の皆様
には、お世話をお掛けしますが、活動を通じて良い経
験となる事を願っております。

会場：大阪府社会福祉会館
※辻 義光委員長、辻 一夫次年度委員長、出席のご
予定をお願い致します。

■春の家族会「奈良霊山寺にてバラの鑑賞と国宝の
仏像等の拝観」
日時：5月14日（日）　10：00 太閤園駐車場に集合

■会長杯ゴルフコンペ
日時：5月20日（土）　集合7：30（スタート8：24）
ゴルフ場：万壽ゴルフクラブ

■第3回三世代クラブ有志合同懇親会
日時：5月25日（木）　18：30開会
会場：イルピアット
　　 大阪市中央区島町1-3-5　大乃や 2F
　　 TEL.06-4794-0007

■紳士の料理教室
日時：6月1日（木）　17：45～20：00
会場：大阪ガスクッキングスクール ガスビル1F
会費：8,000円
※大阪天満橋ロータリークラブ様のお世話

■5月よりクールビスを実施いたします。

小　鉢 竹の子木の芽和え

焼物八寸　イサキとズッキーニの挟み焼き（黄金焼き）
 　玉蜀黍　若桃　枝豆　はじかみ

造　り ふっこ　鮪　烏賊
 　拍子大根　蝶々人参
 　大葉　茗荷　山葵　松葉胡瓜

煮　物 新じゃが旨煮　鳥揚煮
 　粟麩揚煮　瓢箪人参
 　スナップエンドウ　木の芽

蓋　物 鰻入り茶碗蒸し山椒餡かけ

食　事 生姜御飯

香の物 牛蒡、胡瓜、南天菜漬

止　椀 味噌汁
 具沢山豚汁

本日のメニュー



アレルギー鼻炎とはスギやダニ等の抗原が体内に入り、

感作されIgE抗体を作ります。そのIgE抗体が肥満細胞と

結合したところに、再度抗原が入ると抗原抗体反応を起

こし肥満細胞より化学伝達物質のヒスタミンやロイコト

ルエンなどが放出され鼻漏、くしゃみ、鼻閉をなどの症

状を引き起こします。

近年アレルギー性鼻炎は増加傾向にあり3人に1人の

有病率で国民病であるといわれております。アレルギー

性鼻炎は、通年性と季節性に分けられます。通年性は主

にハウスダストやダニによって引き起こされ、季節性は

スギ、ヒノキ、カモガヤ、ブタクサなどの花粉が主な原因

とされています。

花粉症の対策の中では、外出の際にはマスク、サングラ

スなどの眼鏡をする、家の中に花粉が入らないように窓

を開けっ放しにしない、洗濯物を外に干さないなど、花

粉を回避することはとても重要です。

耳鼻咽喉科で行われる治療には、薬物療法、舌下免疫

療法、手術療法などがありますが、アレルギー性鼻炎の

治療の中心になるのは薬物療法です。

日本アレルギー学会「鼻アレルギー診療ガイドライン」

に示された治療方針では、患者さんの症状やその程度

により選択すべき薬が異なります。最近では街の薬局で

も抗アレルギー剤が販売されていますが、まずは耳鼻

咽喉科を受診することが大切です。

市販薬以外にも服用する薬の選択肢が広がるほか、ガ

イドラインの方針に基づいた治療を受けることができ、

鼻漏やくしゃみ、鼻閉など、困っている症状やライフスタ

イルなどに応じて、一人ひとりに合った治療を受けるこ

アレルギー性鼻炎

栗山 博道会員

とができます。

また薬物療法以外に、スギ花粉症、ダニアレルギーに対

する舌下免疫療法が行われています。少量の抗原を

徐々に増量しながら体内に摂取、抗原特異的に過敏性

を減少し、体質改善を期待する治療法です。

舌下免疫療法の適応はスギ、ダニに対するアレルギー

性鼻炎であると的確に診断されていること、12歳以上で

あること、重症の気管支喘息、悪性腫瘍、免疫系に影響

を及ぼす全身性疾患のある患者は禁忌、妊婦、妊娠の

可能性があれば投与できない、β遮断薬を使用してい

る患者は適応外、長期間の治療を受ける意思があるこ

と、毎日継続できること、局所反応、アナフィラキシーな

どの副作用、対処法が理解できていることが条件とされ

ています。

これらの条件のもと治療は毎日1日1回、2分間舌下に保

持後嚥下、最低2年間、3～5年が理想的で、1か月に1回

の定期的受診を要します。

副作用として全身のアナフィラキシー、舌下の腫脹、浮

腫、口腔内、喉の痒みなどの口腔内の副作用や、耳の痒

みがあります。治療成績は患者さんの2割が寛解、6割が

改善、2割が不変です。治療効果としては花粉症の症状

を抑える、飛散期の投薬量減らせる、QOL（生活の質）の

改善が言われております。

毎年スギ花粉症でお困りの方は、スギ花粉が飛散する1

～2週間前から薬を服用する初期療法が有効ですので、

早めの受診をお勧めします。症状が強く、薬の効果が乏

しい患者さんには、舌下免疫療法や、レーザー治療を含

めた手術療法も保険適用されますので、スギ花粉症や

アレルギー性鼻炎でお困りの方は、ぜひお近くの耳鼻

咽喉科を受診してください。



親睦活動委員長　辻 一夫

5月14日の日曜日、大阪中之島ロータリークラブの春の
家族会が開催されました。
会員・家族あわせて33名の参加で、行き先は奈良県の
「霊山寺」です。
10時に太閤園に集合でしたが、5分前には全員が集合。
バスの中では、簡単な行程の説明のあと村橋会長のご
挨拶がありました。

春の家族会「奈良霊山寺にてバラの鑑賞と国宝の仏像等の拝観」
到着して1時間ほど副管長の東山光秀氏の講和の後、
天龍閣にて昼食。
今が見ごろとなりました美しい「バラ園」の見学をし、3
時には帰路に着きました。
絶好の行楽日和に恵まれ、楽しい家族会となりました。
皆様、大変お疲れ様でした。
親睦活動委員会の皆様、ご協力有難うございました。



檜皮 悦子

一昨年の年末に発足会を開催しました地区ロータ
リー学友会が、2017年3月27日付にて国際ロータ
リーから第2660地区ロータリー学友ネットワークへ
の加盟を認められ認証状が送られました。それに伴
い2017年5月13日に18：00～グランド白楽天にて
認証状伝達式が催され出席させていただきました。

日本では、認証されましたのは初めてのことであり、
学友会の皆さまとご一緒させて頂き、今後さらに学
友会ファミリーを大切に想い、又ロータリー精神を
忘れることなく活躍されること祈念いたしました。

国際ロータリー第2660地区 ロータリー学友会加盟認証状伝達式



ニコニコBOX

村橋：本日の卓話、栗山会員宜しくお願い致します。
嶽下：栗山会員、卓話楽しみです。ニコニコ
杉村：本日もよろしくお願いします。
西田：先日愛知県への日帰りバスツアーに行ったとこ

ろ、偶然米山奨学生のルーちゃんが参加してい
て、びっくりしました。ニコニコ

辻（義）：ニコニコ
栗山：卓話、面白くなければお昼にして下さい。

ニコニコ
吉田：ニコニコ
高島：ニコニコ
金森：ちょっと、自分の願いが叶う方向になりかけま

した。
下岡：ニコニコ
北村：ニコニコ、古希になりました。
前田：先々週お休みのお詫び
村上：栗山さんの卓話楽しみです。ニコニコ
檜皮：栗山会員、本日の卓話楽しみにしております。
木村（眞）：ニコニコ
戸田：学会出張のため、18日の例会は欠席します。ご

めんなさい。
坂本：今日オーストラリアで運転していたときの罰金、

325ドルの請求書がきました。
PAY NOW！と書かれていて少しムッとしました。
カードで払いました。

米倉：アレルギー性鼻炎のお話楽しみにしています。
ニコニコ

本日合計 : ￥44,000
累　計 : ￥1,922,220
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●出席報告
会員数 32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 2名 国内ゲスト 0名
出席者 27名 外国ゲスト 0名
欠席者 3名

出席率 83.33 %
4月13日の修正出席率 87.09 %

▲お誕生日のお祝い：左より嶽下 勇治会員・北村 讓会員・前田 隆司会員・
　木村 眞敏会員・村橋 義晃会長

▲事務所創立記念日のお祝い：左より西田 末彦会員・辻 義光会員・
　戸田 佳孝会員・村橋 義晃会長

▲結婚記念日のお祝い：左より山本 肇会員・木村 眞敏会員・村橋 義晃会長

1988年  関西電力入社

2007年  お客さま本部 エネルギー営業部門　
エネルギー営業グループ マネジャー

2010年  かんでんEハウス（株）出向 取締役 総務部長

明徳 毅（みょうとく たけし）氏のプロフィール

本日の卓話
電気・ガスの自由化と関西電力の取組み

2011年  お客さま本部 営業企画部門
営業計画グループ マネジャー

2013年  （株）関電エネルギーソリューション出向
営業企画部長 兼 新電力本部販売計画部長

2015年  お客さま本部 営業企画部門 営業企画部長


