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第1823回例会
平成21年8月20日

例会日／木曜日　12時30分～13時30分　　例会場／北海道ホテル  帯広市西7条南19丁目1（ＴＥＬ21-0001）
創立／1972年2月24日　　事務局／帯広経済センタービル4階　ＴＥＬ25-7347（直通）　ＦＡＸ28-6033

たいまつ宣言
1.我々は 垣根のない交流を目指し 友情の輪を拡げる
1.我々は 他に依存することなく 自らを発する
1.我々は 常に変革をもって 行動する
1.我々は 自己の研鑽の為に 真の奉仕を実践する
1.我々は 生涯現役であり 活動に引退はない
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■会長報告

帯広西ロータリークラブ帯広西ロータリークラブ 8

　みなさんこんにちは。会長報告を申し上げます。
　新年度になって早くも1ヶ月半が過ぎようとして
いますが、2週間ぶりの例会でわたし的には一呼吸
させて頂きました。今日はプログラム時間の関係
上、簡単に今月の理事会報告をもって会長報告とさせて頂きます。
　第6分区会長・幹事会でGSEの受け入れについてインドネシアか
ら5名（うち女性4名）を第6分区として9月21日から26日までの受
け入れとなりました。西クラブは24日（木）26日（土）の担当にな
りました。
　最後にインドネシア3400地区とのマッチンググランドについ
て2500地区世界社会奉仕委員会の内田委員長から献金の要請が
あり西クラブとして会員の皆さんに告知をして協力することにし
ました。これにつきましては、あとで山本幹事の方から詳しい説
明がありますのでご協力よろしくお願いします。
　来月9月11日から13日まで旭川の地区大会に当クラブとして50
数名の登録を頂きありがとうございました。次年度ガバナー年度
に向けての意気込みを非常に感じますが、参考となる最後の大会
ですので、スミからスミまで、次年度大会のために記録をお願い
したいと思います。それから、大会の最後の13日に次年度大会の
ホストクラブとしての挨拶がありますので、ステージ登壇もあり
ますので、できましたら最終日まで出席をお願いします。以上会
長報告とさせて頂きます。ありがとうございました。
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エコキャップの回収に
協力して下さい

世界の子どもたちにワクチンを届けよう!

会長　  深澤　知博
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■出席状況報告
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点鐘	 深澤知博会長
開会宣言	 横田幸宏SAA
ロータリーソング（奉仕の理想）	 横田幸宏SAA
ゲスト紹介	 深澤知博会長
堀整形外科　理学療法士　堀　智貴様
（会食）
会長報告	 深澤知博会長
会務報告	 山本範之幹事
①帯広東RC、夜間例会開催のご案内
　（ガバナー公式訪問）
　　日　時　平成21年8月25日（火）
　　　　　　午後6時〜午後7時
　　場　所　帯広ワシントンホテル
②帯広RC、夜間例会開催のご案内（ガバナー公式訪問）
　　日　時　平成21年8月26日（水）午後6時〜午後7時
　　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
③帯広西RC、夜間移動例会のご案内
　　日　時　平成21年8月27日（木）午後6時30分
　　場　所　北の屋台
④帯広東RC、家族野遊会開催のご案内
　　日　時　平成21年8月30日（日）
　　場　所　幕別町札内依田　焼肉ガーデン
　※尚、9月1日（火）の繰上げ例会と致します。
⑤帯広西RC、家族野遊会開催のご案内
　　日　時　平成21年9月6日（日）
　　　　　　午前10時〜午後2時30分
　　場　所　御影の滝   山女魚園（清水町御影南7線58）
　　電　話　0156−63−2533
　　集合場所　北海道ホテル
　　　　　　　午前9時正面入り口駐車場
　　出発時間　午前9時15分（山女魚園  午前10時現地着）
　　帰　　り　午後1時50分　山女魚園出発
　　　　　　　〜北海道ホテル着　午後2時30分
　　　　　　　到着後解散
　※尚、9月3日（木）の繰下げ例会と致します。
委員会報告	 親睦活動委員会　平田利器委員長
　9月6日（日）に御影の滝、山女魚園
で家族野遊会を行います。集合場所
は、北海道ホテルにバスが来ますの
でよろしくお願いします。当日は、
ホテルでいろいろな催しがあります
ので駐車場は第2、第3駐車場をご利用下さいますよう
重ねてお願い申し上げます。
ニコニコ献金	 親睦活動委員会　尾藤輝幸会員
細川周作会員　道新夕刊に載りました。
プログラム	 健康増進委員会　堀　修司委員長

「肩こりの発生と治療方法」
堀整形外科		理学療法士　堀　智貴様
　“肩こり”とは首から肩甲骨部にかけ
ての症状です。同じ姿勢をとり続け
るなどして頭や腕、肩甲骨を支える
筋肉、その周囲筋の持続的緊張によっ
て筋肉が硬くなり、局所の循環障害
がおこり疲労物質、疼痛発生物質が蓄積しこれが刺激
となって肩こりを引き起こすと考えられています。厚
生労働省の調査によると、肩こりや腰痛を訴える人の
割合は20年前と比べると男性で158%増、女性も157％
増とどちらも右肩上がりで増えています。年齢別では
中高生等の若年層の増加率も大きくなっています。
　腕の重さは体重の1/8、頭部の重さは1/10といわれ

ています。この重い腕と頭
を支えるには、首・肩周囲
の筋肉を効率よく使用しな
ければなりません。頭部の
質量中心点は頸椎との位置
関係上前方へ垂れやすく、
頭部前方突出（FORWARD 
HEAD POSTURE）しやすい構造になっています。また、
胸椎・肋骨・胸骨にて形成される胸郭は構造的に強固
で固くなりやすく、首・腕が動く土台としての柔軟な
動きが低下しやすい部分です。固い胸郭の動きを補お
うと脆弱な構造の頸椎（首）、腰椎にかかるメカニカル
ストレスが大きくなり、肩こり、腰痛の原因にもなっ
ています。
　頭部が前に出て背中が丸くなった姿勢を伸ばそうと
しても胸郭は固いため動かず、腰を反らせて見かけ上
真っ直ぐに見えるように姿勢を作っている人を多く見
ます。その多くの人は肩こりです。何度もマッサージ
屋さんに行っても肩こりが改善しない方は、胸郭や体
幹の可動性が低下している場合が多く、首・肩の治療
のみでなく体幹まで含めた治療が必要です。
　姿勢が大きく影響する肩こりは、1回で大きく治して
もまた、戻ってしまうことが多く、なかなか治りません。
毎日の生活の中で少しずつ改善していくことが重要で
す。人の姿勢や歩き方は皆同じではありません。腰を
反らせて姿勢を保つ人、腰を丸める人、膝を曲げバラ
ンスを取る人等様々です。今回紹介させて頂いた体操
は、前後屈・左右側屈・回旋・ストレッチポールと全
ての運動方向を行っています。自分に必要な体操を見
つけることが肩こり改善の近道です。肩こりも立派な
運動器疾患です。整形外科など専門医を受診し、診察
やリハビリ等で必要な運動を見つけることも改善への
近道です。
　会長挨拶で、ゴルフスイングと姿勢の関係のお話を
されていました。まさにその通りです。胸椎が丸くな
ると回転軸の形成が困難になり、スイングも安定しま
せん。皆様も姿勢を少しずつ改善し、肩こりのない生
活とスコアアップを目指されてはいかがでしょうか?
　今回ゲストとしてお話をさせて頂き、私自身とても
勉強になりました。不慣れなのでお聞き苦しい点もあっ
たかと思います。このような機会を与えていただき感
謝しています。ありがとうございました。
閉会宣言	 横田幸宏SAA
点鐘	 深澤知博会長

8月はRI指定の「会員増強・拡大月間」です。
理事会
　・RI2500地区世界社会奉仕委員会　内田委員長よ
　　り協力の要請
　　中部ジャワの児童、学校を対象に合計15,000ド
　　ルのマッチンググラント（インドネシア3400地
　　区3,000ドル、2500地区7,000ドル、MG成立財
　　団5,000ドル）
　　　この事業に賛同して頂ける会員は、現在、納
　　めているロータリー財団の100ドル献金の使途
　　を上記、事業を指定することにより、協力出来
　　ます。
　　申込み8月末日  幹事山本まで、お願い致します。

　次週プログラム予定
8月27日（木）「夜間移動例会」 （職業奉仕委員会）
　　　　　　 「街づくりを語る夕べ」

お	知	ら	せ


