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国際ロータリー会長シェカール・メータ氏は実践的かつ行動志向の
ロータリー奉仕デーをすべてのクラブに実施するようお願いされて
おります。

このイベントはロータリーの重点分野「平和構築と紛争予防」「疾病

基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友月間
月間テーマ（9月）

2021年9月2日
第1324回（本年度 第8回）例会

本日のプログラム

次回 9/9 のお知らせ
♬SONG : 「我ら中之島」
●卓話　社業いろいろ
　辻 義光 会員

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
■吉川秀隆ガバナー訪問日
●卓話　ガバナー公式訪問卓話
　吉川 秀隆 ガバナー
■懇談会
　11：30～　コスモスの間

会長挨拶
会長エレクト　栗山 博道



予防と治療」「水と衛生」「母子の健康」「基本的教育
と識字率の向上」「地域社会の経済発展」「環境」の一
つ以上を地域社会の課題にあわせて、ロータリー内
外のボランティアが一緒に取り組むことが必要です。

このイベントはロータリークラブ、ローターアクト、イ
ンターアクトクラブの意欲を引き出し、行動人として
ロータリー会員の姿をアピールし、地域の家族や協
力団体とともに有意義な奉仕に取り組む機会としま
す。ロータリー奉仕デーを通して、我々の奉仕活動を
地域社会の人々に広く知って頂くことが重要です。

2021-22年度第1323回（第7回例会）
幹事報告 (8/26)

幹事  嶽下 勇治

2021-22年度 幹事報告をさせていただきます。

本日は、ガバナー補佐の吉村昭様、ガバナー補佐得
レクとの若宮邦弘様ようこそお越し頂きありがとうご
ざいます。後ほどクラブ協議会でもよろしくお願いい
たします。

■8月26日（木）
・ガバナー補佐訪問日

・卓話：戸田会員

・第一回クラブ協議会（13：40～14：30）

■8月28日（木）
・クラブ青少年奉仕合同委員長会議
Zoomウェビナー（青少年奉仕小委員会 檜皮委員長）

・公共イメージ向上並びにクラブビジョン策定セミナー
Zoomウェビナー（クラブ会長、戦略計画委員長、
広報担当委員長）

■9月2日（木）、ガバナー公式訪問日
　吉川ガバナー
　同行者：生駒伸夫（地区副代表幹事）

　11：30～ 理事・役員全員との懇談会

■9月4日（土）
・米山奨学委員長、カウンセラー研修会
Zoomウェビナー
出席者：米山奨学担当 吉田、カウンセラー：植屋

・2021-22年度 国際ロータリー第2660地区ロー
タリー財団セミナー
Zoomウェビナー
出席者：会長代理、幹事、ロータリー財団委員長 
　　　  安達

■9月9日（土）、卓話：辻義光会員

■9月16日（土）
・臨時総会(事業・決算報告)
①事業報告　村上前副幹事
②決算報告　檜皮前会計
③会計監査　西田

・第4回10月度理事会　(13：40～14：30)

■9月23日（土）、祝日　休会

■9月30日（土）、卓話：植屋会員

●誕生日
村木 博行 ［  3 日］

高島 凱夫 ［20日］

●事業所設立記念
前田 隆司 株式会社前田商会［大正10年］

●結婚記念日
前田 隆司 ［  2 日］

戸田 佳孝 ［15日］

Congratulations!9月のお祝い9月のお祝い

IМ6組の吉村ガバナー補佐がお見えになりました。



コロナ渦に適した膝痛と肩こりの治療法

戸田 佳孝 会員

第1章はマスクの下に顎引きバンドを巻くと肩こりが
楽になるという話です。肩こりの原因は重さ5kg、ボー
リング玉と同じぐらいの重さの頭を首や肩の筋肉で
吊り下げるからです。頭を60°傾けると肩にかかる負
担は27kg（8歳男子を肩車）かかると言われています。
また、年齢の変化で猫背になってくると重心を保つた
め頭が前に垂れてくるために首や肩の筋肉にかかる
負担が増えます。頭が首の真上に位置していれば、
頭の重みは首の骨頸椎が支えてくれます。しかし、頭
が前にでれば、首の筋肉が頭を引っ張り下げ続け、
疲労します。これは肩こりの原因です。そこで、顎を水
平に後ろに引くと, 首の後ろの筋肉に加え,首の前に
ある胸鎖乳突筋・斜角筋などが同時収縮して頚部全
体が胸部にロックした状態になり、僧帽筋にかかる
負担が減り、肩こりが軽減します。でも作業中あごを
引き続けるのは困難です。

コロナ禍においてマスクを着けることが一般化して
いるためマスクの下にあごを引くバンドを着けてい
ても目立たちません。あごを引くバンドは百円均一
ショップで売っている長さ50cmほどの学生が本を束
ねるためのブックバンドが適しています。

でも百均のバンドはカッコが悪いので、僕は竹虎とい
う装具会社に頼んで顎引きバンドを製品化しました。
バンドで顎を水平に後ろに引くと頚を曲げ伸ばしす
る筋肉だけではなく、頚の前方にある胸鎖乳突筋・斜
角筋などが同時収縮して頚部全体が胸に押しつられ
ロックした状態になり、僧帽筋にかかる負担が減ると
言われています。顎引きバンドを着けることによって
肩こりの方の僧帽筋にかかる負担が減り、筋肉の硬
さが減り、生活困難度指数が改善します。

二つ目の話題はコロナ禍にはスポーツクラブなどで
感染の危険性があります。そこで変形性ひざ関節症

患者には家庭内での電動アシスト付きエルゴメー
ターの効果的です。健康な人が歩く時には、踵が地面
に着いた瞬間に膝が真っ直ぐ伸びるので地面からの
反発力がひざだけにかからず股関節や背骨に抜け
てくれます。その理由はひざが伸びた時には大腿骨
に対して脛骨が外側に少し回転して脛骨と大腿骨が
しっかり噛み合い、真っ直ぐ伸びた状態でロックがか
かります。これは傘を広げた時にジョイント部分に
ロックがかかるのに似ています。

ところが、変形性ひざ関節症になるとひざを伸ばす
筋肉である太もも前面の力が弱くなり、ひざがまっす
ぐ伸びなくなってしまいます。するとひざの横揺れが
起こり、その時にゴリッと擦れて軟骨がすり減ります。
だから、ひざの痛みの予防と治療にはひざを伸ばす
ことが大事です。今までは自分で関節を動かす（自
動）運動と違って機械などで関節を動かす（他動）運
動では筋力を強化効果は少ないと言われてきました。
ところで、人工透析は週3回、1回4時間必要です。出
澤先生達は透析時間中に電動アシストエルゴメー
ター（電動エルゴ）による他動運動を行ってもらいま
した。その結果、関節の可動域左右差の減少し、足関
節背屈力が増加し、歩行可能距離が延長しました。

電動エルゴではペダルの上においた足は無意識に
動いているため、他動運動によって足関節底背屈筋
力が強くなります。足首がよく動くなるようになり、階
段昇降でのひざにかかる負担が減り、痛みが楽にな
ります。運動は毎日行なわない方が筋肥大には効果
的と指導するスポーツトレーナーがいますが、それ
は無酸素運動、つまり筋力トレーニングの話です。エ
アロバイクなどの有酸素運動に関して日本糖尿病学
会の運動指針では強度は中等度、頻度は最低週3回 
以上、できれば毎日、時間は1日20～60分とされて
います。しかし、最近のコロナ禍によって室内で有酸
素運動を行うためにスポーツジムに通うことに不安
がある人も多いと思います。このため変形性ひざ関
節症にとって電動エルゴは毎日家庭で行える有酸素
運動として有用であると考えた。

第3章は外側が高くなった靴の中敷きと痛み止めの
入ったヒアルロン酸注射を併用すると膝が痛くても1
日平均歩数が増やせるという話です。

健康のためや生活習慣病予防のためウォーキングを
したいが、ひざが痛くて歩けないという高齢者が非
常に多いです。実際歩行中に片脚だけで体重を支え
ている時には体重の約6倍の荷重が膝関節にかかり



ます。だからウォーキングはひざに痛む人が行う運動
としては不適切であるとの意見があります。しかし、ひ
ざが痛む年齢になると種々の生命にかかわる様々な
合併症が現れてきます。これらの病気の予防には
ウォーキングは有効なのでひざの痛みだけのために
中止できません。なお、病気の予防のためのウォーキ
ングではのんべんだらり歩くだけではなく連続して速
歩きしなければ脂肪は燃焼されません。例えば、糖尿
病の予防のためには1日8000歩、所要時間1時間半
ウォーキングするべきですが、それだけではなく、90
分の内20分は連続して速歩きをするべきです。

だから、ひざへの負担を減らしてウォーキングをする
ことが重要です。年齢の変化でO脚になってくると、地
面からの反重力が膝の内側にかかってひざの内側
が痛くなってきます。そこで靴の中敷きを使って足の
外側を高くすると足首が内側に移動し、地面からの
力がひざの外側を通るようになります。しかし、外側
が高くなった靴の中敷きだけ着けても足首が内側に
入るだけでO脚自体は矯正されません。でも同時に
足首をバンドで固定すると足の裏での矯正力が膝ま
で伝わり、O脚が矯正されます。足関節固定バンド付
きで外側が8mm高くなった靴中敷きを足形に沿って
切って、靴に入れてウォーキングすれば、連続して速
歩きをしても膝の痛みが強くなりません。

またひざの痛みが少なくウォーキングする助けとして
令和3年5月から痛み止め入りヒアルロン酸である
ジョイクルという関節注射が健康保険の適応となり
ました。ヒアルロン酸を打って安静にしているのでは
なく積極的に動くためにボルタレンという痛み止め
の成分が入っています。作用の強い痛み止めである
ボルタレンを含んでいるのでジョイクルは、その分ヒ
アルロン酸単独よりも副作用がでやすいです。ジョイ
クルは発売当初にアナフラキシーショックが数例報
告されたので使わない整形外科医が多いです。しか
し、アナフラキシーショックは注射を打った直後に起
ることが多いので、クリニックの中で対処ができる
ケースが多いので、救急薬を準備しておけば、さほど
怖い副作用ではないと僕は考えています。

ジョイクルの欠点は注射時の痛みがヒアルロン酸よ
り強いことと命に関わる副作用であるアナフラキー
ショックが希に起ることです。このため、すべてのひざ
の痛む患者さんにジョイクル注射を行うべきではあ
りません。しかしひざの痛みと同時に高血圧や糖尿
病の持病があり、内科の先生からウォーキングを推
奨されている患者さんには足関節固定バンド付き外
側が高くなった靴中敷きとジョイクル注射を併用す
れば、1日平均歩数が増え、体重が減り、役に立つと
考えています。

第1回　クラブ協議会（2021-2022年度）
日　時：2021年8月26日（木）　13：40～14：35
場　所：ホテルニューオータニB1F　コスモス
出席者：吉村ガバナー補佐・若宮ガバナー補佐エレクト・栗山・嶽下・戸田・村橋・北村（譲）・檜皮・村上・植屋・
　　　　小林・上瀬・丸山・佐賀野・井本・（高島・早瀬・福田）
欠席者：辻（一）

開会の挨拶　栗山会長エレクト

吉村ガバナー補佐・若宮ガバナー補佐エレクトをお
迎えして各委員会が何を行っているのか理解を深め
るのによい機会なので活発なご討議よろしくお願い
致します。

吉村ガバナー補佐

非常に難しい時期ではありますが、その中でも活発
な形でやれること、皆さんの活動計画をお示しいただ
きガバナーにお伝えしたく思っております。どうぞよろ
しくお願い申し上げます。

【各委員会からの報告】

1. 30周年記念事業実行委員会 福田委員長

・1年程前より10回ほど委員会を行ってるが打ち

合わせ進捗は芳しくない。

・記念事業は令和4年10月27日（木）
16：00～18：00式典
18：00～20：00祝賀会

を予定している。

・会場はホテルニューオータニで予定している。

・参加予定人数は200名を予定している。

・コロナ対策を考えると運営は非常に難しい。

・講演は姫路ロータリーでパストガバナーでロータ
リー財団特別アドバイザーの三木明氏にお願い
している。

・以前支援した「水上隣保館」の青少年たちも呼ぶ
こととしている。



・予算に於いてニューオータニの見積もりが非常
に高額なので他のホテルでの開催も視野に見積
もりを取りつつある。

2. 社会青少年奉仕委員会 上瀬委員長

年次計画書に記載されてますように今年度も西成
こども食堂を中心とした子供達への支援と成美学
寮への支援、この二つを継続していくつもりであり
ます。

8月に予定していたこどもフェスティバルは準備は
完了しておりましたがコロナの現状を踏まえ延期と
いう事になりました。

任期は6月までありますので状況を見ながらになり
ますが出来れば開催したいと思っております。

11月末に成美学寮への支援も計画しておりますが
こちらも現状を考えると昨年同様数名で訪問し寄
付をするという事になろうかと思います。今後委員
会で話し合って決めたいと思っております。

3. 国際奉仕委員会 植屋委員長

・活動方針・計画は、年次計画に記載の通りでご
ざいますが、特に活動方針としては、人道的国際
奉仕活動を中心に考えております。

活動計画として

1．国際大会の参加準備 ⇒ 現在保留

2．こども夏祭りの実施 ⇒ 延期

3．台北福鈴24周年記念の参加 ⇒ 現在保留

（奨学金贈呈は実施することになっております。）

今後はコロナ禍が終わればベトナムやモンゴル
での活動を深堀して新しい活動を行ないたいと
考えております。

会員からの意見として

・米山奨学生や学友会を交えて、日本国内での交
流を企画しても良いのでは？

・奨学生に毎週出席してもらっているRCもあるの
で参考にされては？

等々ありましたので委員会に持ち帰り討議いたし
ます。

4. 青少年奉仕小委員会 檜皮小委員長

ロータリーの青少年奉仕は、ローターアクト（RAC）、
インターアクト（IAC）、ロータリー青少年指導者養
成プログラム（RYLA）、ロータリー青少年交換
（ROTEX）などを通じて、青少年や若い世代の社会
人がリーダーシップ能力を伸ばせるよう支援する
ことに他なりませんが、一昨年度来の世界的新型

コロナのパンデミックの影響のみならず、2019年
のRI規定審議会およびこれ以降のRI理事会にお
いて、青少年部門に大幅な改定が加えられつつあ
る状況下、お世話しております開明中・高等学校で
のインターアクト部の在り方について、吉村ガバ
ナー補佐、若宮ガバナー補佐エレクトにご出席い
ただき第一回協議会で協議しました。

今後の課題：

①インターアクターをロータリー青少年指導要
請プログラム、ロータリー青少年交換に参加
させ将来のロータリアンを育てる。

②IAC～RACへの方向性について　

＊インターアクトは学校行事が基盤になっている
ので非常に難しい課題だと思います。

5. 会員増強・維持小委員会 村上小委員長

今年度の活動方針は年次計画書に記載の通りで
す。言うまでもなく、会員増強及び維持はクラブに
とりロータリー活動の活性化に必要なものであり、
クラブ発展の土台となるものです。

7月29日の委員会報告で申しました通り、コロナ禍
とはいえ現在の会員数は33名で2年連続減少傾
向なので、本年度は増強拡大目標を高くし、創立
30周年には会員数を40名とするための準備期間
とし目標達成に努力をする事が目標であります。先
月の第1回の委員会で、まず委員一人一人が入会
推奨者を獲得してゆこうという気持ちが出ておりま
した。その結果として2名の候補者が例会に見学に
ということになっております。

また8月は会員増強月間でもあります。8月5日の例
会には地区増強・維持委員会の浜田副委員長を
お招きして、このクラブが直面している問題や、こ
のコロナ禍の中でも増強しているクラブのことや
そのやり方等客観的な見地からの卓話をいただき
ました。そしてこの卓話を受けて今後、クラブの会
員増強・維持発展の突破口にするには組織的にか
つ継続的に息の長い活動が必要なことがわかりま
した。そのため委員会と補完共同してゆくタスク
チームを編成する事が急務であると思います。8月
5日の例会後の理事会でこのことが承認されまし
たので、早速、委員会として人選し活動してまいり
ます。

続いて、会員増強拡大の方策として、一番大事なの
は全ての会員個人の増強意欲であります。自分の
周りを見渡しても必ず「入会推奨者」がおられます。
新しい人だけでなく古い人の掘り起こしも大事で
す。また戸田クラブ奉仕委員長は女性会員の増強
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栗山：吉村ガバナー補佐・若宮ガバナー補佐エレクト
ようこそいらっしゃしました。
ご指導よろしくお願いいたします。

戸田：本日卓話早口ですみません。

嶽下：吉村ガバナー補佐・若宮ガバナー補佐エレクト
ようこそお越しくださいました。
後ほどクラブ協議会よろしくお願いいたします。

上瀬：ニコニコ(^^）

植屋：吉村ガバナー補佐・若宮ガバナー補佐エレクト
本日は有難うございます。

村上：まだまだ暑い日が続きます。お身体ご自愛くだ
さい。ニコニコ

檜皮：吉村ガバナー補佐・若宮ガバナー補佐エレクト
ごゆっくりご歓談くださいませ。

藤本：吉村ガバナー補佐・若宮ガバナー補佐エレクト
ようこそお越しくださいました。
戸田会員、卓話楽しみにしています。

井本：吉村ガバナー補佐・若宮ガバナー補佐エレクト
ご訪問有難うございます。

前田：早退のお詫び

満村：ニコニコ

村木：ニコニコ！！

下岡：ニコニコ

高島：吉村ガバナー補佐ご指導よろしくお願いします。
若宮AGEご苦労様です。

吉田：ニコニコ

本日合計 : ￥34,000
累　計 : ￥282,000

●出席報告
会員数 33名 国内ビジター 2名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 0名
出席者 27名 外国ゲスト 0名
欠席者 6名

出席率 81.81 %
7月29日の修正出席率 87.87 %

8月26日のメニュー

●本日のビジター
ガバナー補佐（大阪平野RC） 吉村 　昭 様
ガバナー補佐エレクト（大阪天王寺RC）
 若宮 邦弘 様

・ベーコンとブロッコリーのクリームスープ
黒胡椒のアクセント

・イサキのムニエル 山葵の香り  茄子のコンソメ煮浸し添え
・ブルーベリーとフロマージュのアントルメ

フランボワーズのソルベと共に
・パンとバター

を積極的に行いたいと言っておられます。会員増
強には特効薬はありません。その為に全会員が会
員増強に取り組むべきだと思います。本年度はクラ
ブ会員全員の力を結集して会員各位が思い浮か
ぶ「入会推奨者」を発掘する努力をしてまいります。

講評　吉村ガバナー補佐

他のクラブになく項目を絞って大阪中之島RCさん
は各委員会が協議してる様子が見受けられる。各
委員会がそれぞれの事業・課題を慎重に検討・遂
行していただき難しい環境の中ではありますが会
員増強もしていただき是非賑やかな30周年を迎
えていただきたい。

若宮ガバナー補佐エレクト

IM6組ロータリーデーで来年5月21日に天王寺RC
がインターアクト担当校である四天王寺学園の卒
業生をターゲットにした内容を考えていることをお
伝えしておきます。

閉会の挨拶　戸田副会長

吉村ガバナー補佐・若宮ガバナー補佐エレクト本日
は為になるsuggestionありがとうございます。

今年度RI会長のメーター氏は「奉仕は誰かの人生で
はなく自分の人生も豊かにする」と『言われている。何
かの形で代案として奉仕活動を続けていければ良い
なと思います。

本日はどうもありがとうございました。


