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2017年8月24日

会員増強・拡大月間
月間テーマ（8月）

第1164回（本年度 第7回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 8/31 のお知らせ
♬SONG : 「浜辺の歌」
●卓話　税金余話
　辻 一夫 会員

♬SONG : 「それでこそロータリー」
■ガバナー公式訪問日
●卓話　
　片山 勉 ガバナー

8月3日から3泊4日にてインターアクトクラブの海外研修に辻幹事と
井本会員に参加して頂きました。ハードスケジュールの行程であった
と報告を頂きました。お疲れ様でした。

先週の例会後に開催したクラブ協議会において、会員増強をテーマ
に多様な意見が活発に交わされ、最も有効な会員増強は、会員自身
が個人的な繋がりの中から紹介される関係であるとの意見が有力で
ありました。



2017-18年度第1163回（第6回例会）
幹事報告 (8/10)

幹事  辻 義光

■本日の卓話は戸田会員の卓話です。戸田会員よろ
しくお願いいたします。

■8月17日（木）は休会です。

■8月24日（木）片山ガバナーの公式訪問日です。会
員の皆様全員出席お願いいたしまます。

■8月31日（木）、辻一夫会員の卓話です。辻一夫会
員よろしくお願いいたします。

■「地区ロータリー財団セミナーのご案内」が来てお
ります。

1．日時：2017年9月2日（土）14：00～16：30

又、広報についての意見交換も行われ、地区やクラ
ブの広報活動は、認知度の向上を目的として、ロータ
リーの素晴らしさや活動内容を多くの人々に理解し
てもらうことが、ロータリーのイメージ向上に繋がる
ものと思います。

今年度は会員増強タスクチームを再編し、新たな活
動を始めていく計画ですが、チームを作るだけでは
会員増強にはなりません。

皆様のご協力をお願い致します。

2．場所：大阪YMCA会館　2Fホール

　会長、ロータリー財団委員長ご出席のほどお願い
いたします。

■「2017-18年度クラブ職業奉仕委員長・地区委員
合同勉強会についてご案内」が来ています。

1．日時：2017年9月2日（土）

2．場所：大阪科学技術センタ－

　早瀬職業奉仕委員長、ご出席のほどよろしくお願
いいたします。

■「2017-18年度第1回クラブ社会奉仕委員長会議
開催」のご案内がきております。

1．日時：2017年9月9日（土）10：00～11：50

2．場所：大阪府社会福祉会館

辻一夫社会奉仕委員長、ご出席のほどよろしくお
願いいたします。

■「米山奨学生カウンセラー研修会のご案内」が来
ています。

1．日時：2017年9月30日（土）14：00～16：00

2．場所：サニーストンホテル江坂　別館3階
　　　  富士の間

小　鉢 焼茄子　いくら　糸花鰹　生姜
焼物八寸　銀だら　味噌柚あん焼き　玉蜀黍かき揚げ
 　胡瓜の鰹味噌射込み
 　酢蓮根　ヤングコーン
造　り 鯛　鮪　烏賊
 刻み茗荷　あしらい
煮　物 海老黄身揚げ　南瓜　小芋田舎煮
 粟麩　アスパラ　鏡餡
蓋　物 牛肉すき焼風　絹豆腐
 蒟蒻　白葱　玉葱　糸唐辛子
食　事 鯛御飯
香の物 三種盛り
止　椀 野菜の味噌汁

本日のメニュー



1）肩が痛む時には両手を後ろで組んで頭を支えよう

上腕骨が肩甲骨にぴったりはまって安定する姿勢
は腕を130°から150°挙げた位置であり、これをゼ
ロポジションと言います。ちょうど両手を組んで頭
を支えてハンモックに寝転がる姿勢です。

また、やすらぎ音楽が肩の筋肉の緊張を和らげる
ことも知られています。だから、車や新幹線の移動
の時には座席をリクライニングにして両手を後ろ
に組んで音楽を聞いて過ごすのが、肩にかかる負
担が減る楽な過ごし方です。

2）膝の痛みには膝を斜めと縦に指で引き伸ばすスト
レッチが良い

引き伸ばすのはひざの内側をまっすぐ縦に走るひ
ざの横揺れを防ぐ靭帯と太ももの内側の後ろから
ひざ前に向かって斜めに走る膝を曲げる筋肉です。

まず、親指で少し強めにひざの内側を縦に引き伸
ばし、ひざの横揺れを防ぐ靭帯をストレッチします。
次に、後ろからひざ前に向かって斜めに引き伸ば
し膝を曲げる筋肉をストレッチします。これを朝夕
30秒ずつ行います。

僕らの研究では、変形性膝関節症の患者さんに筋
トレだけを行ってもらうよりも痛点ストレッチで筋
肉を柔らかくしてもらってから筋トレを行った方が
症状が明らかによくなりました。

3）腰痛予防には骨盤周りの筋肉を引き伸ばすスト
レッチが良い

　長時間、座ったままの姿勢で過ごしていると、だ
んだん骨盤周りの筋肉が硬くなってきます。骨盤
周りの筋肉が硬くなると、「腰椎骨盤リズム」がス
ムーズにいかなくなってしまいます。「腰椎骨盤リ

ズム」とは、腰を軸にして身体を前に折り曲げると
き、腰椎と骨盤が連携しながら前に傾いていくこと
です。腰椎か、骨盤か、どちらか一方がより大きく傾
くのではなく、両方が連動することによって、腰に
大きな負担がかからない曲げ方ができるというわ
けです。

長時間座り続けて、骨盤周りの筋肉が硬くなった
状態だと、骨盤が前方に傾きにくくなっています。
それでもなお身体を前方に折り曲げようとすると、
傾かない骨盤の代わりに、腰椎がより大きく曲
がって補おうとします。これが、腰椎骨盤リズムが
うまくいっていない状態です。

腰椎をよりいっそう曲げることで、腰椎そのものや、
腰椎周辺の筋肉に大きな負担がかかります。もと
もと腰痛をもっていた人は、これを悪化させること
にもなりかねません。

特に腰痛がなかった方でも、長時間座ったために
腰椎骨盤リズムがくるってしまい、腰痛を引き起こ
してしまう可能性もあります。だから、長時間座った
後は骨盤の周りの筋肉を自分の指で引き伸ばして
柔らかくしましょう。

4）ゴルフやウォーキングが趣味の人は水平足踏みも
追加しましょう

ゴルフやウォーキングは四季の景色を楽しみなが
ら行えるとても良い運動です。でも、ゴルフやウォー
キングをする時に太ももが水平になるぐらい足を
高く挙げることはしませんよね。太ももが水平にな
るぐらいに足を挙げないと骨盤の内側にある腸腰
筋や太ももの前の大腿四頭筋は鍛えられません。

僕の研究では、20秒間に何回太ももが水平になる
まで挙げられるかを趣味の運動別に比較しました。

その結果、ゴルフやウォーキングなど歩行中心運
動を趣味にしている人の平均値は31.4回で最も
少なく、スポーツジム通いを趣味にしている人の
平均値が45.7回で最も多く、歩行中心運動をして
いる人とスポーツジムに通っている人の間では統
計学的に明白な差がありました。

太ももの筋肉の衰えは変形性ひざ関節症の原因
になります。だから、ご家族の方でもゴルフや
ウォーキングを趣味にしている方がいれば、水平
足踏みも追加するようアドバイスしてあげて下さい。

ロータリアンに起きやすい関節の痛み

戸田 佳孝 会員



日　時：2017年8月10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・木村・杉村・北村（譲）・早瀬・嶽下・辻（義）・藤本　以上8名（敬称略）
配布資料：
　1．2017-2018年度　委員会構成 2．2017-2018年度　上半期年間行事計画

2017-2018 年度 第3回　9月度定例理事会議事録

開会の挨拶（村橋会長）
お忙しい中お集まり頂きましてありがとうございます。
本日も審議事項をご協議頂きます。多くのご意見、活
発な議論を宜しくお願いいたします。

【審議事項】
1. 丸山会員の所属委員会について

・親睦活動小委員会
・国際奉仕委員会
　⇒［ 承認 ］

2. 名誉会員の資格について
・毎年度、名誉会員の継続について受託書を送付し名
誉会員に継続の意志を確認する　⇒［ 承認 ］

3. 職業奉仕委員会  10月22日陽松庵座禅研修について
・メークアップの対象事業とする　⇒［ 承認 ］
・当日の食費負担については次回理事会で協議

4. 「モンゴルへの救急車寄贈支援奉仕事業」について

・運営、実行の組織体制については村橋会長に一任
　⇒［ 承認 ］

【報告・確認事項】
1. 2017-2018年度　上半期年間行事計画

・8月31日（木）14：00～
三世代社会奉仕委員長会議（ホスト：大阪中之島RC）
参加RC：天満橋RC・大手前RC

・9月2日（土）10：00～
クラブ職業奉仕委員長・地区委員合同勉強会

・9月16日（土）16：00～18：00
秋の家族親睦会　舞洲バーベキュー

・9月21日（木）　前年度事業報告
前年度会計報告　木村佳弘元会員 ⇒ 杉村会員に
変更

閉会の挨拶（木村会長ノミニー）
皆様、お疲れ様です。本日は、充実した議論をありがとう
ございました。次回の理事会も宜しくお願いいたします。

【’17年11月 行事予定】　（ロータリー財団月間）
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

2日（木）

9日（木）

16日（木）

23日（木）

30日（木）

1174

1175

1176

-

1177

17

18

19

-

20

ロータリー財団委員長卓話

祝日①

三世代合同クラブ例会10：00～14：00
会場：太閤園  ガーデンホール

第2回クラブ協議会

第6回12月度理事会

R財団担当（国際奉仕） : 
栗山委員長

卓話担当：福田会員

R規定・情報担当（会員研修小
委員会） : 高島副委員長

【’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）

1166

1167

1168

1169

9

10

11

12

臨時総会（事業・決算報告）

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：杉村会員
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

地区大会・RI会長代理歓迎晩餐会
　日程：11/10（金）
　会場：帝国ホテル
地区大会　本会議
　日程：11/11（土）
　会場：NHKホール
社会奉仕事業　三世代合同例会
　日程：11/19（日）10：00～　
　会場：太閤園  ダイヤモンドホール
　※大阪水上隣保館  子供達による
　　沖縄民謡“エーサー”の披露

地区ロータリー財団セミナー
　日程：9/2（土）午後14：00～16：30
　会場：大阪YMCA会館
クラブ職業奉仕委員長・地区委員合同勉強会
　日程：9/2（土）  会場：大阪科学技術センター
第1回クラブ社会奉仕委員長会議
　日程：9/9（土）午前10：00～11：50
　会場：大阪府社会福祉会館
秋の家族会
　日程：9/16（土）  場所：舞洲バーベキュウ
米山奨学生カウンセラー研修会
　日程：9/30（土）午後14：00～16：00
　会場：サニーストンホテル

【’17年10月 行事予定】　（経済と地域社会の発展月間・米山月間）
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
5日（木）

12日（木）

19日（木）

21日（土）

26日（木）

1170

1171

-

1172

1173

13

14

-

15

16

米山月間

次年度理事・役員発表
社会奉仕委員会フォーラム

10/21に変更

創立25周年記念式典
会場：太閤園  ダイヤモンドホール

第5回11月度理事会

米山奨学委員会：小林委員長

社会奉仕委員会：
辻一夫委員長

卓話担当：安達会員

秋のRYLAセミナー（ホスト：豊中）
　日程：10/7（土）～9日（月）
◆IM6組会長・幹事会　
　日程：10/13（金）18：00～
米山奨学委員会カウンセラー対象
リクレーション
　日程：10月（日）10：00～



ニコニコBOX

村橋：辻幹事、井本会員、インターアクト海外研修お疲

れ様でした。

辻（義）：ニコニコ

嶽下：ニコニコ

吉田：ニコニコ

山本：戸田会員、私と専務が色々お世話になりました。

卓話頑張って下さい。

高島：戸田君、卓話楽しみです。

前田：明日から孫たちと北アルプスへ行きます。

村上：暑いですね。熱中症に気をつけましょう！ニコニコ

檜皮：戸田会員、卓話楽しみにしています。よろしくお

願いします。

安達：戸田さん、卓話頑張って下さい。僕のことは何

を言ってもらっても構いません。

戸田：辻幹事、井本会員海外研修お疲れ様でした。

井本：先週はインターアクトに参加してきました。熱い

香港を体験して来ました。

本日合計 : ￥28,000
累　計 : ￥295,000

10
8

●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 2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 22名 外国ゲスト 0名
欠席者 9名

出席率 70.96 %
7月20日の修正出席率 86.66 %

●メイクアップ
安達 昌弘   7 月20日 直前会長幹事慰労会
村上 俊二   7 月20日 直前会長幹事慰労会
下岡 陽一郎   7 月  5 日 甲子園前夜祭

●本日のビジター
 大阪東RC 能勢 孝一 様
  門田 雅輝 様
 大阪大手前ロータリークラブ 岡田 耕平 様
  河野 裕一 様
  中林 邦友 様

村橋会長が第３回米山功労者（３０万達成）の
表彰を受けました。

梅原会員がＲ財団　マルチプル１ ポールハリスフェロー
（２０万達成）の表彰を受けました。

Congratulations!

今週のラジオ体操


