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2018年10月4日

経済と地域社会の発展月間・米山月間
月間テーマ（10月）

第1217回（本年度 第13回）例会

会長挨拶
会長　西田 末彦

本日のプログラム

次回 10/11 のお知らせ

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　社会奉仕フォーラム
　　　　ホームレス状態を生みださ
　　　　ない日本にするために…
　担当：北村 讓 委員長
　講師：認定NPO法人 Homedoor

理事長　川口 加奈 様

♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　米山月間にちなんで
　担当：下岡 米山担当
　講師：地区米山奨学委員長

大阪城南RC　岡部 倫正 様
先週の木曜日、大阪天満橋RCさん主催の三世代合同懇親会に行っ
てきました。大阪中之島RCからは14名の参加で、参加された会員の
皆様ご苦労様でした。

三世代と言うのは勿論、大阪天満橋RCと大阪大手前RC、そして大阪
中之島RCの事です。この三世代RCには毎年三世代合同社会奉仕事



業及び合同例会がありますが、もっともっと親睦を深
めようと1年の間に順番でホストを務め、カジュアル
な場所で気楽に食べて飲もうと言う事で始まったと
聞いております。

今年は梅新東の交差点にあるアサヒビアレストラン
と言う所で開催されました。ここは毎月1回大阪天満
橋RCが食事会をしている所らしいです。毎回10名前
後参加されてるらしいです。

今回の三世代合同懇親会は約50名ぐらいの参加で、
大阪天満橋RCさんが約30名、大阪中之島RCが14名、
なんと大阪大手前RCさんに何があったのか分かりま
せんが3名の参加でビックリしました。

今度はその大阪大手前RCさんのホストで開催される
と思いますので、その節は是非ご参加お願いします。

■本日は戸田会員の卓話です。宜しくお願いいたし
ます。

■10月4日（木）社会奉仕委員会フォーラムです。北
村讓社会奉仕委員長、ご準備宜しくお願いいたし
ます。

■10月11日（木）米山月間としまして地区米山奨学
委員会委員長 岡部様を講師としてお願いしてお
ります。

■10月18日（木）創立26周年記念夜例会で御座い
ます。

2018-19年度第1216回（第12回例会）
幹事報告 (9/27)

幹事  藤本 淳司

■10月25日（木）「ロータリー青少年保護と危機」に
ついて高槻西RC 近藤様を講師としてお願いして
おります。

地区委員会、その他の報告です。

■「米山奨学委員長・カウンセラー研修会のご案内」
が届いております。

　日時：2018年9月29日（土）
　　　 13：30～登録　14：00～16：00 

　場所：サニーストーンホテル江坂　別館3階

　下岡委員長・嶽下カウンセラー、ご出席をお願い
いたします。

■「地区公共イメージ向上セミナー」

　 日時：2018年10月13日（土）

　 会場：大阪YMC会館

　 ご出席予定の会員は宜しくお願いします。

■「米山奨学生レクリエーションのご案内」が届いて
おります。

　日時：2018年10月21日（日）10：00～17：00

　場所：宝塚大劇場

　米山奨学担当 嶽下カウンセラー、ご出席宜しくお
願いいたします。

■「米山梅吉記念館訪問」

　日時：2018年10月27日（土）



皆さんは100歳になった自分の姿を想像したことが
ありますか。「そんなに長く生きるなんて、考えたこと
もない」という人も多いのではないでしょうか。

しかし、百歳以上の人口はどんどん増えています。厚
労省の「高齢者調査」が始まった1963年には、百歳
以上の人は全国でわずか153人でした。

それが1998年にはじめて1万人を超え、2012年に5
万人を突破。そして、2017年には6万7,824人を数え
るまでになったそうです。そして今78歳の方が百歳
になる2040年には100歳以上の人口は2017年の
約5倍の30万人になるそうです。

2018年時点で96歳となる瀬戸内寂聴さんのように、
仕事を続けながら好きなものを食べ、充実した毎日
を送っている人もいれば、介助がなければトイレに

行けず、寝たきりのような状態になっている人もいる
のが現実です。

その差はどこで生じるのでしょうか。その大きな要因
の一つが、「自分の脚で歩けるかどうか」なのは間違
いありません。

なぜならば、30歳の時の筋力を100％とすると、60歳
のひじを曲げるパワーは平均67%、70歳だと60％で
す。ところが、ひざを曲げるパワーは60歳で55％、70
歳では半分以下の40％にまで落ちます。このように全
身の中でも膝を伸ばす筋力は最も衰えやすいのです。

スラ8ひざを守り、100歳まで歩ける脚をつくるため
には、ただやみくもにスクワットやウォーキングをす
ればいいというものではないのです。ご自分に当ては
まる状態や症状を確認してから、それに対応する運
動を行ってください。

近年の医学の発展には目覚しいものがありますが、
発展しているのは高度最先端と呼ばれる高額医療で
あり、保険適応があっても非常に値段が高いです。こ
のままでは医学の進歩が国民皆保険制度を崩壊さ
せ、格差医療を生み出す可能性があります。

それを防ぐために医者の立場からできることは、運動
療法のような昔からある治療だけれども低価格で簡
便で、患者さんに直接役立つ医療の発展だと考えま
す。ロータリアンは、病気を予防する努力をしましょう。

それも社会奉仕です。

100歳まで歩けるひざの造り方

戸田 佳孝 会員



6つの事業について進捗状況が報告され、参加会員
で討論を行った。

1．10月18日～19日　26周年記念例会に台北福
齢ロータリークラブメンバー来訪

（担当：檜皮会員）

19日に京都観光をする。お土産の交換では当クラブ

からは時計を贈る

2．10月27日　米山梅吉記念館への見学
（担当：下岡会員）

国際奉仕委員会の予算から米山記念館への寄付を

行う

3．VTT（ベトナム）：2019年1月13日～17日
（担当：戸田会員）

フリータイムの日程などについて今後も意見を募る

4．2018年2月21日　国際奉仕フォーラム
（担当：戸田会員）

地区委員長前田要之助様卓話と高島会員による中

之島ローターリークラブが行ってきた国際奉仕につ

いての講演予定しているが、今後も今年度のテーマ

である「国際紛争」について講演できる講師を探す。

日　時：2018年9月27日（木）

場　所：道頓堀今井本店

出席者：西田（会長）、藤本（幹事）、木村（次年度会長）、高島（副委員長）、
　　　　栗山（副委員長）、下岡（米山担当）、檜皮、嶽下、辻（義）、
　　　　吉田、戸田（書記兼委員長）　 以上11名（敬称略）

２０１8-１9年度 国際奉仕委員会報告

5．ハンブルグ国際大会2019年5月31日～6月6日
（担当：栗山会員）

引き続き参加者を増やすため呼びかけを行う

6．2019年5月（予定）　モンゴルへの支援
（担当：檜皮会員）

やっと申請が通った段階なので、今後情報が入れば

広報する予定

今週のラジオ体操



14歳でホームレス問題に出会い、ホームレス襲撃事件の根絶をめざし、炊

出しや100人ワークショップなどの活動を開始。

19歳でHomedoorを設立し、シェアサイクルHUBchari事業等でホームレス

の人や生活保護受給者累計150名以上に就労支援、500名以上に生活支援

を提供する。

ウーマン・オブ・ザ・イヤー2013 若手リーダー部門やGoogleインパクトチャ

レンジ グランプリにも選出される。

大阪市立大学卒業。1991年 大阪府高石市生まれ。

10月は経済と地域社会の発展月間ですので、社会・青少年奉仕委員会が社会奉仕委員会クラブフォーラムを

下記の内容で開催いたします。

例会：12時30分～

フォーラム：平成30年10月4日（木）13：00～14：00

卓話：13：00～13：30

テーブルミーティング：13：30～14：00

テーブルミーティングテーマ：「皆さんなら、ホームレスを減らすには、どうしますか？」

認定NPO法人 Homedoor 理事長　川口 加奈（かわぐち かな）氏のプロフィール

本日の卓話

社会奉仕委員会クラブフォーラム

ホームレス状態を生みださない日本にするために…

米山奨学委員長・カウンセラー研修会
9月29日（土）14：00より、サニーストーンホテル江坂 別館3階にて米山奨学委員長・カウンセラー研修会が開
催されました。



●出席報告
会員数 33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 2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 %
9月6日の修正出席率 96.77 %

●メイクアップ
高島 凱夫   9 月  3 日 ガバナーエレクト
  研修セミナー

ニコニコBOX

西田：戸田さん、本日の卓話楽しみにしています。ニ
コニコ

木村：戸田さん、卓話楽しみです。ニコニコ

藤本：戸田会員、卓話宜しくお願いいたします。

金森：来週10月2日48回目の結婚記念日を迎えます！！

村上：戸田会員、卓話頑張って下さい。

吉田：ニコニコ

山本：卓話楽しみです。頑張って下さい。

高島：台風24号イヤですね～！！

嶽下：ニコニコ

辻（一）：お休みの分も含め大盤振舞い！

下岡：ニコニコ

檜皮：戸田さん、檜皮は100歳までは無理ですが参考
にさせて頂きます。

村木：戸田会員、本日の卓話宜しくお願いします。ニコ
ニコ

戸田：2回お休みしてすみませんでした。

上瀬：新入会員の上瀬です。明後日の野球みなさん頑
張りましょう！ニコニコ

本日合計 : ￥36,000
累　計 : ￥504,000
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●誕生日
井本 万尋 ［23日］

満村 和宏 ［29日］

●事業所設立記念
高島 凱夫 京橋耳鼻咽喉科［平成  1 年］

杉村 雅之 有限会社テックビルワークス［平成  7 年］

●結婚記念日
金森 市造 ［  2 日］

嶽下 勇治 ［17日］

満村 和宏 ［19日］

上山 英雄 ［22日］

梅原 一樹 ［27日］

Congratulations!10月のお祝い10月のお祝い

本日のメニュー

ライトミール

ほうれん草 しらすの菊花和え

ちらし寿司　吸物　コーヒー

●本日のビジター
 大阪南RC 片岡 利雄 様


