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月 間 テ ー マ（ 4月 ）
母子の健康月間

会長挨拶
会長

金森 市造

2021年4月15日
ー
本日のプログラム
■臨時休会
※次週4月22日（木）から5月6日（木）の
例会は臨時休会（4月29日のみ祝日休
会）
となります。
お間違えの無いようにお願い致します。

次回 5/13 のお知らせ
♬SONG 「国歌
:
・奉仕の理想」
●卓話
村橋 義晃 会員

4月は、母子の健康月間です。昨年の月間サブテーマは、
「命のために
できること」
でした。昨年は、
コロナ感染拡大で例会も休会を余儀なく
されて
「ロータリーの友」
も手元に届くのに時間を要して目を通すにも
思うに任せませんでした。
今月になり、
昨年の
「友」
を改めてページを

は、
『私たちは、人間という動物』
であることを今一度
理解することではないか？と確信しています。
それは、
「生きることの術は、神が与えし知恵による！」
というこ
とをないがしろにして
「生きることの術は、人が与えし
知識による！」にすがる生活に安住しているからと確
信しています。
その違いの実証体験は、私が飼育している
「セキセ
イインコ」の交尾・抱卵・ヒナ育て・親子離れという一
連の子孫繁栄の行動を見て教えてもらっています。
そ
れは、
オスとメスの役目、
ヒナ育て中におけるオス親・
メス親としての各々の役目をしっかり守っているので
開けるとRI会長マーク・ダニエル・マローニーさんの

す。セキセイインコは、
その行為を誰から学んだので

会長メッセージに、書き出し3行に、
「私は家族につい

しょうか？今月号の8ページに記載されている性（生）

てよく考えます。
自分の家族やロータリー家族だけで

教育をセキセイインコは一切受けていません。

はなく、私たちが奉仕する地域に暮らす家族のことに

そんなことが、わがロータリー活動にも当てはまりま

も、思いをめぐらすのです。世界各地で母子が生き残

す。
もう数回にわたり私は、
『例会出席』について述べ

るために直面している難題は、私たちの大半が一生

てきました。私はロータリー活動が100年を超える年

理解することができないでしょう。」
と記しています。

月を経ても続いてきた根源は、今日お示ししたレジメ

その内容は、低所得国の女性が妊娠・出産、
それらに

の内容に尽きると思います。
『ロータリーの知恵』
を知

関連した原因で死亡するリスクが、高所得国の女性

らずに、
『ロータリーの知識』
で諸活動をする悪弊を

の120倍にもなり、乳児（生後1年未満）死亡率が約

知らなければなりません。

400万人になると記しています。
その一方で、先週手元に届いた「ロータリーの友」4
月度のサブテーマは、
「日本の母子にできること」
と

幹事報告 (4/8)
2020-21年度第1313回（第35回例会）

幹事 村上 俊二

なっています。
ところで、余談ですが、皆さんも気付い
ていると思いますが、今年度RI会長ホルガー・クナー
クさんは、RI会長メッセージに掲載されている会長の
写真が新年度7月号から毎号同じですね！どうしてで
しょうか？また、記載されている文面が当該月間テー
マを取り上げているとは思えない内容に思いますが、
皆さんはどう感じておられますか？今月に取り上げら
れた特集「母子の健康月間」＝日本の母子にできるこ
ととして、7ページの文面に記載されているコメント内
容と昨年に取り上げられた上記の文面記載内容の違
いに私は疑問を持ち、その解決方法に思いをめぐら

幹事の村上です。幹事報告をいたします。

しています。

それではこれからの行事予定を申し上げます。

私たちが住むここ日本という国において昨今、毎日の

■4月8日
（木）、本日の卓話は植屋会員です。植屋会

ように乳幼児に対する虐待・育児に関する事件・殺人

員よろしくお願いします。

の報道に接するたびに痛ましい思いをする情けない

例会終了後、社会・青少年奉仕委員会により、大阪

社会になりました。

市中央急病診療所にN95医療用マスクを寄贈す

あえて、私見を申し上げれば、
この根源を解決するに

る為訪問します。今回は地区補助金299,750円が

おりましたので、同額を当クラブの拠出金としてプラ

サニーストーンホテルであります。

スして合計599,500円分の医療用マスクを寄贈い

■5月13日（木）、
この日の卓話は村橋会員となって

たします。参加者は金森会長、村上幹事、辻義光社

います。村橋会員ご準備よろしくお願いします。

会青少年奉仕委員長、栗山会員、高島会員の5名
であります。

■5月20日（木）、
この日の卓話は岡本会員となって
おります。岡本会員ご準備よろしくお願いします。

■4月15日〜5月6日、例会休会となります。
■5月1日
（土）、
この日は春のRYLAがオンラインにて
開催されます。時間は13時から18時まで、
ホストク
ラブは吹田ロータリークラブで配信場所は江坂の

例会終了後新旧合同理事会が開かれます。
■5月27日
（木）
、
この日の卓話は佐賀野会員となって
おります。
佐賀野会員ご準備よろしくお願いします。

『健康とピラティス』〜生涯自分の足で立ち、歩き続けるために。〜

担当：植屋 亨 会員、講師：PHIピラティスインストラクター

石堂 浩毅 様

進、
スポーツ現場ではアスリートのパフォーマンス
アップなど多岐にわたります。
■ピラティスの強み
ピラティス最大の強みは
『姿勢矯正』
における確立
されたプロセスとその運動効果にあります。
私が所属するPHIピラティスは、
アメリカでドクター
と同等の権威を持つ理学療法士のルビィ氏によっ
て、20年以上に亘る臨床実績とエビデンスから生
み出された運動療法としてのピラティスであります。
■ピラティスとは？
ピラティスとは、慢性的な肩こりや腰痛など、私達
現代人が抱えている様々な身体の不調を『姿勢』
と
『動き』から原因を紐解き、問題解決するための
エクササイズです。
もともとピラティスは、第一次世界大戦期（1914年
〜）
にジョセフ・ヒューベルトゥス・ピラティスによっ
て考案されたリハビリとしてのエクササイズメソッ
ドです。
看護師だったジョセフはベッドで寝たきりになって
いる負傷兵に対して自身が提唱するエクササイズ
を施し、運動器の回復のためのリハビリテーション
として生み出されました。
100年が経った今でもピラティスは私達の生活の
中に広く浸透しており 整形外科ではリハビリテー
ションとして、
フィットネスではADL向上や健康増

私達現代人の多くは座っている時間が長くなりや
すいなど、姿勢や動きに偏りのある生活習慣に陥
りやすい傾向にあります。
また、
コロナ禍における自粛や在宅ワークなど生活
の変化も重なり、私達の身体機能に大きな影響を
及ぼし、慢性的な腰痛や肩こりなど、からだの様々
な不定愁訴を招く原因になります。

てしまい、
これらが結果的に慢性的にくり返される
からだの不調の原因として考えられます。
あたりまえの生活があたり前ではなくなってしまっ
た今、
ピラティスによって自粛生活により失われて
しまった感覚刺激を能動的に得ることで、適切な
姿勢と動作を再学習することで慢性症状の改善に
効果が期待できるようになります。
まだまだ出口の見えない社会情勢の中ではありま
すが、皆様のおからだにとっての最善に寄り添って
いけるよう、専門家として学びの歩みを止めず精
そんな現代社会を生きる私達にとって、
ピラティス
は人間が本来持っているからだのバランスを能動

進して参ります。
ご清聴いただき誠にありがとうございました。

的に取り戻し、正しい姿勢を一生ものとすることで
からだのお悩みを改善する効果に期待がもてます。
■コロナ禍における健康問題とピラティスに期待で
きること
私達の身体は24時間絶え間なく外部・内部環境か
ら感覚刺激という情報を受け取ることで姿勢や動
作など運動として再現をしています。
しかし、
コロナ禍における自粛生活においては、
こ
れらの感覚刺激を適切に受け取ることが出来ず、
適切な姿勢や動作を再現することが出来なくなっ
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5月度クラブ役員会協議録

日 時：2021年4月1日
（木）11：30〜12：00
場

所：太閤園

出席者義務者：金森・辻（一）
・村上・前田・檜皮

以上5名（敬称略）

欠席者：栗山

開会の挨拶（金森会長）

2. 例会場移転問題について＿ホテルニューオータニ大阪

5月度にて本年度の役員会は終わらせていただきま

大阪城北ロータリークラブより事務局の共有につい

す。役員の皆様方には大変お世話になりました。有難

ての提案

うございました。

ホテルニューオータニ大阪との交渉

【協議事項】
1. 2020〜21年度 下半期年間行事計画について
2021年5月13日
（木）三世代合同例会は「新型コロナ
まん延防止等重点措置」につき中止
ホスト：大阪天満橋ロータリークラブ

⇒［ 理事会に協議 ］

①Million Dollars Meal : 月一回通常より安い食事
②食事の最小人数を25人

3. 新型コロナ感染者増加についての対処
リアル例会&Zoom 例会のハイブリッド形式にて継続
⇒［ 理事会にて協議 ］

4. 新旧合同理事会

ロータリー理事会はコロナ禍の現状を鑑み、次年度
の青少年交換プログラムを2022年6月30日まで停止

2021年5月20日
（木）

する旨の連絡があり、当地区のインターアクト海外研

5. 新旧合同クラブ協議会

修も中止になりました。

2021年6月3日
（木）

閉会の挨拶（辻 一夫会長エレクト）

6. 報告

ご協力有難うございました。

国際ロータリーのホルガー・クナーク会長より国際

2020-2021年度

臨時理事会

日 時：2021年4月8日
（木） 11：30〜
場 所：太閤園 例会前ソファー
出席者：金森・辻（一）
・栗山・安達・戸田・辻（義）
・前田・檜皮・嶽下・村上
欠席者：西田・満村・高島
金森会長あいさつ
大阪府新型コロナ警戒信号が赤色となり、大阪府

以上10名（敬称略）

3. 事務室シェアーについては、現年度幹事、次年度
幹事に津一任する

全域に不要不急の外出・移動の自粛がとされてい

事務的処理は、辻年度執行部で行う。支払関係は金森

るいま、今後の運営についてご審議を頂きます様

年度執行部とする。

お願いします。

【審議事項】
1. 今後の例会運営について
・明日から、5月6日までは休会とする。
・13日の再開については、会長・幹事の判断に一任す
る。
（判断基準は、直近1週間のうち1,000人を超えた
かどうかなどとする。）
⇒［ 承認 ］

2. 例会場の移転（ホテルニューオータニ大阪）の経過
について
・城北と事務室をシェアーすることとした。今後、
ホテル
との契約に移るが基本は、城北と同じ条件としたい。
・食事代5千円、最低人数29人
・例会控室、理事会、などの会議室利用できる
⇒［ 承認 ］

⇒［ 承認 ］

4. 会長・幹事お疲れさま会
6月中に行う。担当は木村直前会長であるが、辻会長
エレクトが代行する。
⇒［ 承認 ］

5. 次年度、奉仕事業で8月に子供祭を計画している。
ご承知置きください。
6. ノミニー理事会も中止となるが、書面で実施する。
⇒［ 承認 ］

辻会長エレクトあいさつ
ありがとうございました。

大阪市救急医療事業団中央急病診療所へのN95マスク贈呈式

栗山 博道

大阪中之島ロータリークラブがRI2660地区補助金

咽喉科医会中央急病診療所担当澤田理事、他職員3

を用いて地元社会における人道的奉仕活動として中

名、大阪中之島ロータリークラブからは金森会長、村

央急病診療所にN95マスク2,000枚を贈呈したこと

上幹事、辻義光社会奉仕委員長、高島会員、梅原会

を報告いたします。

員、私が参加しました。

4月8日
（木）、大阪市西区にある中央急病診療所にて

贈呈式では大笹所長より正に今我々が必要としてい

N95マスク贈呈式が行われました。

るN95マスクを贈呈して頂いたことに大変感謝申し

N95マスクは皆様ご存じの通り、感染症対策の必須

上げるとのお言葉を頂きました。その後金森会長の

のマスクです。

挨拶があり、参加者全員の記念撮影を終え、無事式

贈呈式には中央急病診療所大笹所長、大阪府耳鼻

は終了しました。

2022年6月30日まで
青少年交換プログラムを一時停止のご連絡

クラブインターアクト担当

檜皮 悦子

ロータリー理事会は2021〜22年青少年交換プログラムにおいてコロナ禍下の影響を受け2022年6月30日ま
で一時停止を決定しました。其れに伴いインターアクト海外研修は次年度2021〜22年度は中止になりました。

ロータリアンの皆さま

2021年3月20日
2020-21年度国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク

ロータリー青少年交換に関する重要なお知らせ
ロータリー青少年交換は、私が最も大切にして

定いたしました。

いる活動です。
ご存知の方もおられると思いま

理事会の決定は、科学的データ、世界的な保健

すが、妻スザンヌと私は、
これまでに40人以上

のガイダンスをはじめ、安全、公平、かつ充実し

の青少年交換学生をホストしてまいりました。

た体験を保証するために必要な数々の要因を

多世代にわたる大勢のロータリアンがこの経験

考慮したものです。
また、
海外渡航の困難や制限、

を分ちあっており、青少年交換役員、
ホストファ

医療と保険へのアクセス、学校の授業の遅れや

ミリー、そのほかのボランティアの方々のご尽

休校、参加者の家族とロータリアンへの経済的

力に心から感謝しております。私たちはともに、

影響といった要素も、
慎重に考慮されました。

若者たちが異文化を理解、尊重し、外国語を学

新型コロナワクチンの入手状況における世界

び、国境を越えた末長い友情を培えるよう支援

的な不均衡、
またコロナ禍の経済的影響により、

してきました。

2021年には世界の多くの地域が参加できない

この伝統を確実に受け継ぐには、人生を変える

こととなります。
ワクチンが入手可能な一部の国

この貴重な体験を、すべての学生、家族、地域

だけでプログラムを続けていくことは、公正とい

社会の安全と健康を土台とした上で構築しな

うロータリーの価値観および多様性、公平さ、開

ければなりません。
これまでロータリー理事会

放性（インクルージョン）への私たちのコミットメ

は、2021-22学業年度の青少年交換プログラム

ントと相反することになります。

を安全に再開できるかどうかを判断するために、

現時点では直接的な面会が限られています。
し

世界各地におけるコロナ禍の影響を定期的に

かし、
ロータリーは常に機会の扉を開くことを私

モニタリングしてまいりました。

たちは知っています。
つながりを取り戻したいと

コロナ流行とウイルス変異株が今後どうなるの

希求するこの世界の期待に応えるため、
コロナ

かが不確かであり、
また感染対策が一貫してお

禍の終息後にロータリー青少年交換プログラム

らず、世界的にワクチン入手状況が不均衡であ

を前よりも力強く実施できるよう、今は準備を進

ることから、理事会は、2022年6月30日まで青

めていきましょう。

少年交換プログラムを一時停止とすることを決

心を込めて
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ニコニコBOX

8

金森：事業所創立記念品をいただいたお礼
辻（一）
：あっという間の桜かな。
ですね。
村上：植屋会員の卓話、楽しみにしています。ニコニ
コ
栗山：ニコニコ
戸田：外出自粛でも筋トレは頑張りましょう。ニコニコ
嶽下：ニコニコ、植屋会員卓話楽しみです！
！
下岡：ニコニコ
前田：先日大阪と奈良の県境、奈良街道・暗峠（くらが
りとおげ）へ行ってきました。花がきれいでした。
植屋：代理卓話の石堂さんです。
よろしくお願いいた
します。

本日合計 : ￥19,000
累

tulations!
Congra

計 : ￥994,924

●出席報告

米山奨学委員会より早瀬会員が
米山功労者の表彰を受けました。

会員数
35名
名誉会員数
7名
免除会員
0名
出席者
29名
（リモート参加 1名）
欠席者
6名

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

出席率
3月18日の修正出席率

82.85 %
85.71 %

0名
0名
1名
0名

●本日のゲスト
ゲストスピーカー

石堂 浩毅 様

4月1日のメニュー
先

付

蓬豆腐

甘海老

造 り

鯛

烏賊 あしらい

煮

物

大根

八

寸

小附 菜の花 針魚 山独活 唐墨和え
出し巻玉子 里芋田楽 鱸アーモンド焼
桜長芋紅たらこ 蕗信田巻 茗荷

温

物

なめこ卸し蕎麦

食

事

筍飯（豚ばら 人参
香の物

留

椀

赤出汁

鮪

海老

浜防風

若布餡

旨出汁

木の芽

山菜

葱

刻み三つ葉）

