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ロータリー親睦活動月間
月間テーマ（6月）

第1155回（本年度 第43回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 6/22 のお知らせ

♬SONG : 「それでこそロータリー」
●卓話　ロータリーあれこれ
　高島 凱夫 会員

♬SONG : 「4つのテスト」
●卓話　大阪水上隣保館と大阪メチャ

ハッピー祭りの関係について
　講師　大阪メチャハッピー実行

委員会委員長　黒川 弘章 様
　嶽下 勇治 会員

6月3日に開催された会員増強セミナーに辻次年度幹事、杉村次年度
会員増強委員長と出席してまいりました。

会員増強は、永続的課題としてあらゆる場面で取上げられますが、多
くのクラブが毎年度の重要課題として取組んでいるのが実情です。

当日は、三クラブの事例発表があり、活動の参考となる事例がありま
した、次年度の活動に期待とご協力をお願い致します。

翌日4日には、インターアクトクラブの新入生歓迎会と合同会議が行



2016-17年度第1154回（第42回例会）
幹事報告 (6/8)

幹事  杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■6月8日（木）
本日は下岡会員の卓話です。ご準備よろしくお願い
いたします。

例会終了後、第1回7月度理事会を開催致します。
次年度理事・役員の皆様ご出席の予定をお願い致
します。

■6月15日（木）
高島会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

■6月22日（木）
嶽下会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

■6月29日（木）
夜例会　会長・幹事退任の挨拶　

下半期新入会員歓迎会

地区委員会、その他の報告です。

■インターアクトクラブ認定状伝達式
日時：6月20日（火）　17：00～18：15
会場：開明中学校・高等学校　6F 会議室
　　  大阪市城東区野江1-9-9
　　  TEL.06-6932-4461
集合時間：16：00

慰労会のお知らせ

7月20日（木）に村橋会長、杉村幹事慰労会
を淀川邸にて18時より開催いたします。
沢山のご出席宜しくお願いします。

IM6組 元ガバナー補佐の平田達男様が
お見えになりました

われ、辻次年度幹事と井本会員には、朝から生駒山
でのBBQ等の行事に参加して頂き、夕刻からの合同
会議に杉村幹事と出席してまいりました。

開明高校、大阪東RCからも出席して頂き、活動の姿
を体感してまいりました。

今月20日に執り行う認定状伝達式には、ガバナーを
はじめ地区役員、大阪東RCからの出席も得て、活動
が正式にスタートします。

これから担当して頂く辻会員、井本会員、米倉会員に
は、お世話をお掛け致しますが、活動を通じた様々な
経験から何かを得て頂けることを願っております。

小　鉢 冷やしと玉蜀黍のすり流し
 胡麻豆腐
焼物八寸　ぎんだら味噌柚餡焼き
 　ズッキーニの酢漬け
 　鰻巻　海老　蒲鉾
造　り かつおの刺身
煮　物 里芋田舎煮　木の葉南瓜
 帆立貝オランダ煮　ほうれん草
蓋　物 すき焼き風肉じゃが
食　事 鯛御飯
香の物 
止　椀 具沢山豚汁

本日のメニュー



「東洋医学とはなにか？」

西洋医学に無くて東洋医学にある概念は、気という存
在です。気を中心に万物全てを考えようとしたのが、
東洋医学です。はたして、気とはなんなのか？

気は目に見えない分、ややこしくて、つかみ難くて説
明がしがたい物ですが、意外にどんな方でも気は普
段から何となく理解はしている物です。

たとえば、前からこわそうなお兄さんが歩いてきたと
します。関わりたくないと思って避けますよね。近づい
てきただけでもイヤですよね。

恐そうと言う感じ。これが気を感じたことになるのです。
いわゆる殺気を感じたのです。

次に、前からよちよち歩きの笑顔のかわいい子供さ
んが歩いてきたとします。わぁ～かわいい。抱っこして
みたい。近づいて顔を眺めてみたい。と思いますよね。

この子可愛いなぁ～って感じている気が無邪気とい
う気ですね。

子供は無邪気で邪という悪い気というものが無いの
です。そんな人には誰でも近づきたくなるものです。

こんな場合はどうでしょうか？

前から、お母さんと娘さんの親子が歩いてきたとしま
す。どちらがお母さんかわかるでしょうか？どこを見て
判断しましたでしょうか？なんとなくわかりますよね。
10代の方と40代の方は何が違うのか？

気が違うのですね。気が若いかどうか。年齢の経験を
積めばだいたい想像がつきますよね。

年齢より若く見られる方がいます。逆に年齢より老け
て見られる方もいます。

何がちがうのか？気が違うのですね。気はつかみどこ
ろが無いですがなんとなく気付いているものだと理
解はしていただいたでしょうか？

東洋医学は気の医学

下岡 陽一郎会員、 講師 ： 鍼灸師　片岡 聡 様

「気の陰陽」

気は陰陽に分けることが出来ます。

陰陽とは、宇宙の万物全てが気の集合体と考えたと
き、気をそう反する2極に分けたものを陰陽としまし
た。表と裏。光と影ですね。

太陽を陽とすれば、陰は月。

男を陽とすれば、陰は女。

春を陽とすれば、陰は秋。

人間を陽とすれば、陰は植物。

身体を陽とすれば、陰は心という風になります。

ですから、陰陽どちらも大切で、どちらが優位であると
いうことはなく、陽は陰を大切にし、陰は陽を大切に
することで、バランスのいい状態が保つ事が出来ます。

陰陽仲良くすることが大切です。陰陽に分けたものが
仲良く一つになる。これが元気です。

元の気に戻ることになります。元気を取り戻すには、
相対する陰陽を大切にすると元気になるのです。男
性は女性を大切にすると元気になります。女性は男
性を大切にすると元気になります。人間は植物を大切
にすると元気になりますし、植物は人間を大切にする
と元気になります。

もし、大切にしていない時、陰陽のバランスが崩れて
元気が崩れていきます。これが病気の始まりです。

この病気になる前に防ぐ方法があります。東洋医学が
最も得意としている未病という考え方です。

「未病とは」

未病とは、未だ病にならずという段階です。このまま放
置しておくと病気になってしまうという段階です。この
段階の時に食事でなんとか元気を取り戻そうという
のです。

「気はどこで作られているのか？」

気は生まれたときから持っている先天の気と、生まれ
てから食事で取り込む後天の気に分かれます。

先天の気は、腎臓で作られて、後天の気は胃で作られ
ていると考えられています。ですから、胃で作られた
気で健康が左右されますので、食事はとても大切です。

何を食べれば胃は喜ぶか？それは、お米です。お米だ
けは食生活から省いてはいけません。春夏秋冬の四季
の気を吸った食べ物はお米だけだと言われています。

気の旧漢字も氣と書きますようにお米が入っておりま



す。胃も田んぼの月と書きますように、田んぼから生ま
れるお米とは、深い縁があるのです。お米と胃との相
性は抜群なのです。

食事の乱れがすべてを乱すのです。

お米を食べないと気力は上がりません。ぜひ、どんな
に少なくても1日1膳はお米を頂いてくださいね。

「感情は五臓六腑に持たせた」

実は、東洋医学では、胃の役割は、消化をするだけで
はないのです。

胃は、思う、考えるという感情も持っています。

腹は決まったか？というように決断は腹でするもので
す。腹とは胃の事です。腑に落ちたというように、納得
できたときに使う言葉ですが、この腑とは、胃の事です。

胃は思う、考えることをしますが、思い過ぎ、考え過ぎ
は胃を壊します。壊す前に、胃の喜ぶことを知ってお
きましょう。気を作る胃が喜ぶことをしないと健康な
身体を作り上げることは出来ません。

胃が喜ぶ6つの行動をお伝えします。

　①噛む

　②笑う

　③歌う

　④喋る

　⑤話す

　⑥歩く

これを続けて頂くと胃の調子も上がり、運気も上がっ
てきます。

先天の気を作っている腎臓は、両親から受け継いだ
気力です。腎臓は、恐れるという感情を持っています。
恐怖が一番腎臓にも、身体にも悪いです。不安や恐れ
は気のめぐりを滞らせ病気を作ります。

まとめますと、気は腎臓、胃で生まれ、気が円滑に身体
中を巡っている状態が健康で、気の巡りが悪いときが
病気になるということです。

その気の良し悪しは、すべて食事が左右するということ。

病気になる前に食事で身体の気を整える未病という考
え方が健康を保つには最善なる方法だということ。

気を発する所、腎と胃を守れば長寿を全う出来ることと
思いますので、ぜひ恐れを追い払い、胃を喜ぶ6つの行
動を取ってください。

ご清聴ありがとうございました。

日　時：2017年6月8日（木）　13：40～14：40
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：村橋・西田・杉村・北村・下岡・早瀬・辻（一）・嶽下・山本・辻（義）・藤本　以上11名（敬称略）
配布資料：
　1．2017-2018年度　年間行事計画 2．2017-2018年度　委員会構成
　3．2017-2018年度　緊急連絡網 4．インターアクトクラブ認定状伝達式ご臨席のお願い
　5．インターアクトクラブ認定状伝達式　式次第 6．2017-2018年度　RI2660　地区補助金申請書　
　7．国際奉仕委員会7月度理事会審議上程書 8．25周年記念事業実行委員会　第4回打ち合わせ記録
　9．2017-2018年度　会員増強・維持小委員会
　　タスクチームについて

2017-2018 年度 第1回　7月度定例理事会議事録

開会の挨拶（村橋会長）

次年度も引き続き、会長を努めさせて頂く事になりま
した。皆様に楽しんでいただける例会、クラブ運営に
努めて行きたいと思います。次年度の理事・役員の皆
様には、様々な事についてご協力いただく事があると
思いますがこの一年間、宜しくお願いいたします。

【審議事項】

1. ベトナムダナン病院の手術器具支援

予算：クラブ拠出金¥400,000＋
地区補助金¥400,000＝¥800,000

　⇒［ 承認 ］

2. 名誉会員の認定

・現6名の名誉会員を次年度も名誉会員として認定

　⇒［ 承認 ］

・名誉会員の資格要件について　⇒［ 継続審議 ］

3. 会員増強・維持小委員会　会員増強タスクチーム
について

・次年度もタスクチームを継続　⇒［ 承認 ］

・組織編成については今後検討

【報告事項】

1. 2017-2018年度　年間行事計画について

・卓話日程の変更は早めに報告

2. 2017-2018年度　委員会構成

・各自確認

3. 2017-2018年度　緊急連絡網

・各自確認

4. 開明IAC認定状伝達式

・平成29年6月20日（火）17：00～18：15
開明中学校・高等学校　6F　会議室
大阪中之島RC　16名出席予定

・伝達式　式次第
（変更・留意点）
式典
目録授与者　大阪東RC  都合で変更（次年度幹事・会長）
閉会の言葉　西田会長ノミニー欠席の為→杉村幹事

5. 木村佳弘会員退会

・一身上の都合により退会
・今年度最終例会にて退会の挨拶をお願いする。

閉会の挨拶（西田会長ノミニー）

皆様、ご苦労様です。この理事会での大変貴重なご意
見、議論をありがとうございました。次年度はクラブ創
立25周年記念事業が開催されますが、この理事・役
員の皆様のお力をお借りし、記念事業を成功させる
事でクラブを活性化する事が出来ると思いますので、
どうぞ宜しくお願いいたします。本日はありがとうござ
いました。



開会の挨拶（村橋会長）

次年度も引き続き、会長を努めさせて頂く事になりま
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【審議事項】

1. ベトナムダナン病院の手術器具支援

予算：クラブ拠出金¥400,000＋
地区補助金¥400,000＝¥800,000

　⇒［ 承認 ］

【’17年8月 行事予定】　（会員増強・拡大月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

3日（木）

10日（木）

18日（木）

24日（木）

31日（木）

1163

1164

-

1165

1166

5

6

-

7

8

中嶋 ガバナー補佐訪問日（予定）
会員増強・維持小委員会卓話

祝日①

片山ガバナー公式訪問日

第1回クラブ協議会

第3回9月度理事会

会員増強・維持委員会 : 
杉村委員長

卓話担当：戸田会員

卓話担当：辻一夫会員

【’17年9月 行事予定】　（基本的教育と識字率向上月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

7日（木）

14日（木）

21日（木）

28日（木）

1167

1168

1169

1170

9

10

11

12

臨時総会（事業・決算報告）

祝日②

卓話担当：梅原会員

卓話担当：米倉会員

前年度事業報告：杉村会員
前年度会計報告：村上会員
前年度会計監査：嶽下会員

卓話担当：吉田会員

第4回10月度理事会
指名委員会開催

地区財団セミナー
　日程：8/26（土）
　会場：大阪YMCA会館
◆クラブ戦略計画委員会

米山奨学委員会クラブ米山奨学
委員長カウンセラー研修会
秋の家族会
　日程：9/16（土）
第1回クラブ社会奉仕委員長会議
クラブ青少年奉仕ロータアクト
正副委員長会議

【’17年7月 行事予定】
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事
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1160

1161

1162

1

2

3

4

会長・幹事方針
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北村小委員長・下岡小委員長

米山奨学委員会　関西学友会総会
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どうぞ宜しくお願いいたします。本日はありがとうござ
いました。



【確認、報告事項】

1. 出欠確認、配布資料の確認

2. 第4回委員会

7月6日（木）13：40～　場所：太閣園　2F

3. 10月21日（土）クラブ創立25周年記念例会・祝賀会

クラシック音楽演奏

・日本テレマン協会

≪演奏内容≫
　祝宴スタート　10～15分
　食事中　20～30分
　手に手をつないで　5分

・演奏人数：5～6名で調整中（司会進行・指揮含む）

・予算：40万円

【議事】

1. 9月16日（土）　家族親睦会

・人数　50名（5/19予約済）
※子どもの料理内容は調整が必要

・駐車場　１台×500円（要予約）

・持込　不可

・雨天　決行
（中止を余儀なくされる天候の場合は除く）

・会費　大人　5,000円　小人　2,500円
※会費を超える分については会長・委員長・クラブ奉
仕委員長が負担

日　時：2017年6月8日（木）　17：45～18：15
場　所：株式会社アークエース事務所内
出席者：木村（眞）・北村・嶽下・辻（義）・栗山・梅原・金森・木村（佳）・辻（一）・前田・藤本・米倉　 以上12名（敬称略）
配布資料：
　1．第3回　親睦活動小委員会レジュメ 2．第2回次年度親睦活動小委員会議事録
　3．親睦活動小委員会出席表 4．17-18年度委員会活動方針及び活動計画
　5．9月16日親睦家族会の舞洲スポーツアイランドとの確認事項 6．バーベキュー営業時間・メニュー表

第３回　2017-18年度親睦小委員会議事録

・舞洲スポーツアイランドまでのアクセス方法
（添付資料1～6参照）

2. 12月23日（土）クリスマス家族会（太閤園 桜苑・庵）

①クラシック音楽演奏
　・高嶋 優羽 氏
　・演奏人数：3名
　・予算：25万円

②MR.オクチ氏による手品ショー
　・予算：10万円（飾り付け含む）
　・司会進行は親睦活動小委員会

③くじ引きorビンゴ等、アクティビティとして催しの意
見募集

　・次回委員会時に発表

　・ドレスコード確認

【その他】

1. 1月25日（木）上半期新入会員歓迎夜例会

・新会員が無い場合は懇親会を行う。

2. 3月 家族親睦会

・3月 or 4月に行う予定

3. 7月からの親睦小委員会当番

・当番表を確認し、やむを得ず欠席の場合は必ず北村
委員長若しくは副委員長に連絡

次年度（2017-2018）SAAミーティング
メンバー（敬称略）：
山本（委員長）、村上（副委員長）、金森、梅原、藤本、
戸田（書記兼副委員長）

6月8日例会前に会合を行い、以下のことを決めました。

①SAAは例会開始前30分前には例会場に集合します。

②SAAは各テーブル内の規律保持を図り、会員に「静粛

に」などの注意を行います。

③卓話者には終了予定3分前に時間を知らせる紙を指
し示すます。

④座席は月に2回（第1週と3週）にくじ引きで決めます。

⑤ラジオ体操は第2週に行います。



次年度SAA委員長　山本 肇次年度ＳＡＡ、親睦委員会 合同懇親会
6月8日（木）18：30から、次年度のSAAと親睦委員会合
同の懇親会を福島の「柑子屋」で行ないました。

全会員対象ということで、会員19名事務局の総勢20名
の方の参加となりました。

山本次年度SAA委員長、北村次年度親睦委員長のご挨
拶の後、早瀬会員に乾杯のご発声をいただき美味しい

お料理とお酒に皆大満足で、吉田会員のご挨拶で散会
となりました。

ご参加の皆様大変お疲れ様でした。

次年度も皆様方のご協力をどうぞよろしくお願いいたし
ます。



ニコニコBOX

村橋：本日の卓話楽しみにしています。よろしくお願い
します。

嶽下：ニコニコ

杉村：ENJOY AND SAERVICE　気づきと明るい笑顔
の挨拶　本日もよろしくお願いします。

満村：ニコニコ

栗山：ニコニコ

吉田：ニコニコ

高島：雨が上がってよかったです。

辻（一）：ニコニコ

下岡：本日の代理卓話よろしくお願いします。

前田：早退します。

村上：いよいよ梅雨入りですね。健康管理に注意しま
しょう。ニコニコ

木村（眞）：ニコニコ

木村（佳）：ニコニコ

戸田：来週東京で出張診療のため欠席します。申し訳
ありません。

井本：私の叔母「いもとようこ」が6月11日まで上の森
美術館で原画展をしております。近くに行かれ
た方はぜひお寄りください。

藤本：いつもニコニコ有難うございます。

米倉：ニコニコ

大阪淀川RC　平田 達男 様：
お久しぶりです。今後ともよろしくお願いします。

本日合計 : ￥45,000
累　計 : ￥2,102,220

8
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●出席報告
会員数 31名 国内ビジター 1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 1名
出席者 27名 外国ゲスト 0名
欠席者 3名

出席率 90.00 %
5月18日の修正出席率 90.00 %

●メイクアップ
安達 昌弘   5 月14日 春の家族会
満村 和宏   5 月13日 地区職業奉仕委員長会議
下岡 陽一郎   5 月  7 日 ドイツ・ケルンキャッスルRC
高島 凱夫   5 月10日 地区戦略計画会議
戸田 佳孝   5 月22日 吹田西RC

●本日のビジター
大阪淀川RC 平田 達男 様

●本日のゲスト
ゲストスピーカー（下岡会員ご紹介） 片岡 　聡 様

6月10日（土）～14日（水）までアメリカ・アトランタにて
2017ロータリー国際大会が開催されました。

アトランタ国際大会

2660 地区大阪 night

日本人朝食会


