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ロータリーは機会の扉を開く

第 2603 回例会 №26
2021 年(令和 3 年)5 月 14 日(金) 晴
「君が代」
「それでこそロータリー」

出席報告
会員 61 名中 出席 32 名 出席率 52.46％
〇スピーカー 篠原鍼灸院 鍼灸師 山内 雅大氏

会長挨拶

皆さん、こんにちは。本日のス
ピーカーは、職業奉仕委員長
箕浦君紹介の篠原鍼灸院 鍼
灸師 山内雅大先生です。
お題は、
「鍼治療がもたらす効
果」です。普段から、お疲れの
皆さん。元気いっぱいの皆さ
んも、卓話楽しみにしてくだ
さい。私は、鍼治療の先生には
随分お世話になっています。

大学生時代、私はスキーの複合をしていました。ジャ
ンプはほとんどランディングバーンまで届かず。デコ
に、落ちていました。デコというは、ジャンプスキー
の着地点が傾斜地になっています。その前の、平の部
分をデコといいます。私はいつも、デコに落ちていま
した。そこに落ちると最初のジャンプの距離よりデコ
が２回目のジャンプになってスキーが上になって逆さ
まになって着地点に落ちていきます。雪は固く締めら
れてるので、打ち身くらいでそんなに、怪我はしませ
ん。大学１年生の時の話です。体育会スキー部は 11
月２０日頃北海道の士別というところに合宿所にはい
ります。インカレの頃にはやっとデコは超えるように
なっていました。その頃のジャンプは今みたいなＶ字
でなく板をまっすぐにして手を後ろ。札幌オリンピッ
ク式のジャンプでした。インカレでは、複合も純ラン
も勝てるわけがありませんでした。インカレが終わり
学校のテストを受けまたレースです。わが母校の青山
学院は５大戦といい、母校を入れ五つの大学と競技を
しました。まず、距離だけのレースがありました。一
年生ながら５位入賞しました。決して自慢しているわ
けでありません。やっぱり、自慢しているのかな。複
合のレースの前に一日休みがありました。一人で、練
習場にでかけました。すると、僕が、想いをよせてい

会 長 髙田 和裕

幹 事 村田 誠一

広報･雑誌・会報委員長 久留宮 秀郎

R.I．会長 ホルガー・クナーク

た学習院大学の同じ学年の女の子がいました。「一緒
に練習しよか」と、パルピテーションいっぱい感じて
彼女を誘いました。そして、
「明日の複合前半のジャ
ンプ台みにいかない」と言って彼女を誘いました。み
なさん、ミアファローという女優を知っていますか。
華やかな綺麗というより、地味だけどとてもかわいい
女優です。
「フォローミー」という映画にでています
。そんな、ミアファロー似の彼女を連れて野沢スキー
場では絶対と言っていいほど人の来ないゲレンデで、
リフトに乗りました。そんな頃は一人乗りのリフトし
かありません。私はリフトを降りた後の事を一人悶々
と考えていました。・・・そんな時にシングルリフト
の下から、誰もいないはずのゲレンデから、悪魔の声
が聞こえました。
「タカダ」
・・野崎君でした。
私が、針灸の先生にお世話に随分世話になっている話
からそれてしまいました。野崎君に、会った翌日の複
合のジャンプ、生まれて初めてでした。風を捕えまし
た。又の付け根からおへそに向かって何か走りました
。気が付いたら、着地失敗で、左靭帯を切ってタンカ
でした。何ケ月もギブス・シーネそしてリハビリ。
あの時は、鍼灸の先生に本当におせわになりました。
翌年からは、ジャンプも飛ばしてもらえなくなり、い
つのまにかミァファローもいなくなりました。
最後に「フォローミー」の鑑賞批評より紹介させてく
ださい。
愛し合う二人は、しばしば「見
つめ合う」二人として描かれ
てきた。ただひたすら黙って
見つめ合うことなど、愛し合
う二人にしか許されない行為
であろう。しかし、ただ見つめ
合っているだけでは、二人は
大切な何かを見失うかもしれ
ない。何しろ世界は、二人だけで成立しているわけで
はないのだ。
本日も、例会楽しんでください。
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表 彰

30 カ年在籍
25 カ年皆出席

菅
早瀬

栄君
鎌行君

久留宮 秀郎君
4 月 15 日（木）愛知カンツリー倶楽部

ゴルフ会優勝

ニコ BOX
(山内様、卓話よろしくお願いします) 髙田会長
(コロナ禍の中、皆さん出席して頂きありがとう
ございます。卓話者の山内様、本日は宜しくお願
いします)
村田幹事
(30 年在籍表彰ありがとうございます。アッとい
う間の 30 年でした。今後とも、宜しくお願い致
します)
菅君
(25 年皆出席)
早瀬君
(妻の誕生祝にお花をいただきありがとうござい
ました)
加藤(茂)君
(本日の卓話は、篠原鍼灸院の山内先生に来てい
ただいております。皆様、宜しくお願い致しま
す。)
箕浦君
(髙村さん、ガレージハウス竣工おめでとうござ
います)
中井君
(ゴルフ会優勝できました！飛ばし屋の早瀬さん
、加藤昌君、山田章君にひっぱって頂きました。
ありがとうございます。)
久留宮君

本日合計
累
計

幹事報告

5 月の誕生日祝福
2 日 柳澤君夫人、藤掛君夫人、
5 日 中井君夫人、7 日 高橋君、
10 日 河野君、13 日 平松君夫人、
21 日 久留宮君、22 日 遠藤君、
24 日 加藤(茂)君夫人、
26 日 山田(幸)君夫人、
28 日 中村君

5 月の結婚記念日祝福
5 日 山田(章)君、6 日 菅君、9 日 松本君、
10 日 藤原君、11 日 棚橋君、12 日 小島君、
17 日 三枝樹君、山内君、長瀬君、
20 日 野崎君
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25,000 円
1,687,000 円

村田 誠一君

皆さんこんにちは、幹事報告致します。５月のロー
タリーレートは 1 ドル 1０９円となっております。
本日よりクールビズの期間に入りました。男性の方
はノーネクタイで構いません。
ロータリーの友５月号６４ページに当クラブの例
会の記事が掲載されております。「コロナに負けな
い！眠れるカラダのつくり方」一般社団法人日本快
眠協会代表理事今枝昌子さんの卓話です。皆さんご
一読下さい。
ロータリー手帳が届きました。予備が１０冊ありま
すのでご入用の方は受付で貰って下さい。
前回の幹事報告で緊急事態宣言が出ましたら休会
としますとお伝えしましたが、本日は諸事情により
例会を開催させて頂きました。５月 31 日までは緊
急事態宣言となっておりますので５/２１・５/２８
の例会は休会とさせて頂きます。６月の例会につき
ましては後日事務局よりお知らせ致しますので宜
しくお願いします。
本日例会終了後、第１１回理事会があります。対象
の方はご参加下さい。

卓話「鍼治療がもたらす効果」
篠原鍼灸院

鍼灸師

第 11 回理事会議事録
山内 雅大氏

鍼灸師の山内と申します。よ
ろしくお願いいたします。私
は名古屋市中川区出身で、年
齢は 39 歳です、大学卒業して
港湾会社に 7 年勤務しており
ました。手に職を持ちたいと
思い、今の職業を選択致しま
した。2019 年に篠原鍼灸院を
開業いたしました。皆様、ご存
知でしょうか。一人の人間に
は 361 もツボがございます。患者さんのお体に合わ
せてツボを選択していきます。では、鍼灸は、どのよ
うに効果あるのでしょうか。腰痛、風邪、下痢、自律
神経の乱れ、手足のしびれ、ばね指、スポーツでの怪
我です。怪我になってから来院される方が多いですが
、怪我や病気になる前の、治療が大切で、普段から病
気やけがになりにくい体づくりに鍼治療をしていくこ
とをすすめております。なぜ鍼治療が効果があるので
しょうか。鍼を体内に刺して、皮膚の組織に鍼が挿入
されます。異物が入ってきたと認識にして、白血球が
増え、免疫機能が増進する。血行が改善されます。痛
みの原因となっている、発痛物質を洗い流して痛みが
緩和されます。内臓疾患にも、治療効果が高いとかん
じます。鍼の細さは、髪の毛くらいです、刺したとき
に、痛みもほとんどありません。鍼が挿入して血管に
当たっても避けてしまいます。危険性も少なく、副作
用のない安全な治療法です。令和 2 年 4 月 22 日、中
日新聞夕刊の記事にコロナと鍼灸について記事がござ
います。中国の医師が武漢のコロナ患者に鍼をした所
「鍼は効果が非常に大きく、効果が早い、胸の苦しさ
が改善され、呼吸困難にも効果がでた。ワクチンなど
ないため、治療できないまま、一か月も、入院した患
者もいたが、鍼を打ってすぐ、改善が見られた」と記
載されております。コロナ感染防ぐためにも鍼治療は
お勧めです。これから 100 歳時代になってきます。
一人でも多くの方が鍼をすることで人生が豊かになっ
ていただければうれしく感じます。

とき
ところ
出席者

5 月 14 日（金）13：30～
名古屋マリオットアソシアホテル
17 階「楠」
髙田、栢森、田島、藤原、箕浦、野崎、
加藤(茂)、杉江、村田、岡田
10 名（敬称略）

①協議事項 なし
②審議事項
・2021-22 年度役員・理事・委員会構成、
収支予算、事業実施予定について
役員理事会委員会構成については、承認可決
収支予算についてはローターアクトについて
丸の内 RC が招待するため、周年記念事業に
招待する事とする
社会奉仕委員会に委員会費として\30,000
計上する
・加藤博之君、入会審査について
入会に承認可決
・小島清路君退会の件
承認可決
③報告事項
・2023-24 ガバナー選出の件
豊田 RC 酒井法丈君
④その他
・家庭集会 2 グループ未実施のため出席できな
かった方、及び RAC 欠席者のニコボックス投金
については免除する
・事務局のパソコンが調子悪いため、
買い換えたい
次回見積書など提出する
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名古屋中央ローターアクトクラブ例会報告
名古屋中央ローターアクトクラブ
幹事

都築 瑠衣さん

5/8 に名城公園にて行われた「世界フェアトレード・
デー・なごや」に、ボランティアスタッフとして参加
して参りました。このイベントは、５月第２土曜日に
世界中で同時開催される「世界フェアトレード・デ
ー」に基づいたイベントで、今回は受付対応やカフェ
の出店ブースのお手伝いをしました。
イベントそのものが環境に配慮したものになっており
、例えばカフェ出店ブースで出たコーヒーかすをその
まま捨てるのではなく、集めて肥料にするといった取
り組みがされており、またコロナ対策もきちんとされ
ていてイベント運営の方向性として大変参考になりま
した。来場される方も環境問題に関心のある方が多か
ったのが印象的でした。今期は新型コロナウイルスの
流行もあり、なかなか思うように社会奉仕活動ができ
ない状況だったため、こういったイベントに参加でき
たことはとてもいい経験になりました。ぜひ来期も継
続して参加していきたいと思います。
次回の例会ですが、緊急事態宣言の発令を鑑みて、
Zoom での開催となります。
内容は「後期活動報告」となります。今期最後の例会
がオンラインでの開催となるのは非常に心苦しいです
が、何卒よろしくお願い申し上げます。

豆知識 6 「ライオンズクラブとの比較」
職業奉仕委員会 (委員 小島清路 記）
ロータリーの目的は以下の通りです。
『意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、
これを育むことにある。 具体的には、次の各項を奨
励することにある：
第１ （親睦）
、 第 2 （職業奉仕）、 第 3 （社
会奉仕）
、 第 4 （国際奉仕）』
一方、ライオンズクラブの目的、スローガン及びモ
ットーは以下の通りです。
［目的］(ライオンズクラブ標準版クラブ会則第２条)
(a) 世界の人びとの間に相互理解の精神をつちかい発
展させる。
(b) よい施政とよい公民の原則を高揚する。
(c) 地域社会の生活、文化、福祉および公徳心の向上
に積極的関心を示す。
(d) 友情、親善、相互理解のきずなによって会員間の
融和をはかる。
(e) 一般に関心のあるすべての問題を自由に討論でき
る場を設ける。ただし、政党、宗派の問題をクラブ会
員は討論してはならない。
(f) 奉仕の心を持つ人びとが個人の経済的報酬なしに
社会に奉仕するようはげまし、また、商業、工業、専
門職業、公共事業および個人事業の能率化をはかり、
道徳的水準をさらに高める。
［スローガン］
（同第４条第４項）
『自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全
をはかる』
［モットー］（同条第５項）
『We serve （われわれは奉仕する）
』
ロータリーの目的は「事業の基礎として」を前提と
し、
「奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。」
としています。一方、ライオンズクラブの目的にもス
ローガンにもモットーにも、ロータリーの目的のよう
な内容はありません。
両者は国際的な奉仕団体という点において共通して
いますが、上記のように、両者の本質は大きく異なっ
ています。
次回は、
「ロータリーの標語」について説明します
。
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【愛知県警察本部からの情報提供】
組織窃盗グループによる医師、自営業、
会社役員宅を狙った被害が多発しています！
組織的な窃盗グループが会員名簿等の情報を使って医
師、会社役員等宅を選定し、高所得者を狙い撃ちにし
ている実態がありますが、現在も断続的に狙い撃ちと
思慮される被害が発生しています。
最近の犯人グループの傾向を見ますと、家人が不在で
あることをインターホンを押して確認し、耐火金庫
(防犯性能のない金庫)を窃取しています。
皆様方へは、引き続き、
・個人情報の取扱いには細心の注意を払う
・不在を悟られない
・多額の現金を保管しない
(防犯性能の高い金庫の活用)
・機械警備による早い段階で異常を知らせるシステム
の構築
などの防犯対策をお願いいたします。
具体的な防犯対策についての相談は、愛知県警のホー
ムページをご覧いただくか、管轄する警察署生活安全
課へお問い合わせください。
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第 3 回クラブフォーラム
次年度会長 栢森 雅勝君
退任挨拶
会 長
髙田 和裕君
幹 事
村田 誠一君
休会
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今後の例会予定
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