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例 会 日 毎週火曜日 １２：３０～１：３０           会   長 佐 々 岡  修 

例 会 場 山下工務店 大袋 GL2階 

事 務 局 〒３４３-００３４ 越谷市大竹６８６－３   幹   事 中 村 隆 雄 

Ｔ Ｅ Ｌ ０４８－９７１－５３２０ 

Ｆ Ａ Ｘ ０４８－９７１－５３７０         会報委員長  田 中 のり子  

創   立 平成２年５月２２日  

                                     

第 １２８４ 回 例 会 会 報 

 

・例会月日 平成 29年 5月 16日（火）  ・点鐘時間  12時 30分 

・例会場名 山下工務店 大袋 GL2階  ・斉唱ＲＣソング  「奉仕の理想」 

・司会者名 仲 文成ＳＡＡ    ・発行月日 平成 29年 5月 23日（火） 

・来訪者名 山本正乃様（越谷北 RC） 

      秋元志津子様（オブザーバー） 

 

佐々岡 修会長 

皆さん、こんにちは。高

齢化が進む中、近年は慢性

的な腰痛に悩む人が増え

ていますが、本日はその原

因や検査方法についてお

伝えしたいと思います。 

 腰痛の原因は様々です 

が、多くの場合、背骨（脊 

柱）、神経、筋肉の問題が

原因です。脊柱には私たちの体を支えて動かすという重要

な働きがあります。脊柱の背中側には脊柱に沿って背筋が

あり、お腹側には内臓を挟んで腹筋があります。これらの

筋肉が脊柱を支えることで人間は 2 本足で立ち、様々な動

作をすることができますが、筋肉は使わないと自然に委縮

して小さく固くなるため、背骨を動かす筋肉が委縮すると

腰の動きが悪くなります。ちなみに人の背骨は 24 個の椎

骨（頚椎 7 個、胸椎 12 個、腰椎 5 個）で形成され、その

下に仙骨と尾骨があります。 

腰痛の原因を調べる方法には 3 つの画像検査がありま

す。エックス線検査（レントゲン）は骨の変形、骨と骨の

隙間や骨の質などが把握でき、MRI 検査では骨の中や椎

間板、周囲の靭帯、筋肉、神経などが映し出されるためエ

ックス線検査より多くの情報を得ることができます。また、

CT 検査では脊椎の骨や関節の状態を断面図や立体図

（3D）で把握できますので、大動脈瘤の有無や内臓由来

の腰痛のチェックも可能になります。 

症状は人によって異なりますが、比較的若い人に多いの

は椎間板ヘルニア、年齢が高めの人に多く見られるのが脊

柱管狭窄症や脊椎圧迫骨折などです。腰痛が起きたら痛み

を我慢せず、整形外科を受診して重大な病気が隠れていな

いか検査をして原因を知ることが大切です。専門医はまず

問診で症状やしびれの有無を確認します。続いて視診や触

診、歩き方や姿勢などを確認し関節の可動域（動かせる範

囲）や筋力、股関節や膝関節の状態を調べたあと、より正

確な診断を行うためにエックス線や MRI、CT 等で画像検

査をしてあらゆる角度から痛みの原因を探ります。腰痛の

原因はわかり難いことが多いのですが、おかしいと感じた

ら受診されることをお勧めします。 

 

中村隆雄幹事 

１．地区より「次年度会 

員増強目標・寄付目 

標をロータリークラ 

  ブ・セントラルを通じ 

て入力願います」とい 

  う依頼がきています。 

２．地区より「青少年フ 

ェスタ開催の案内」が 

きています。 

  日  時：5 月 28 日（日）am10：00～pm3：00 

  場  所：越谷レイクタウン 

３．地区より「次年度公式訪問前提出書類、クラブ日程 

報告書提出のお願い」がきています。（7／2 締切） 

４．越谷東 RC30 周年記念式典（20 日）へ出席される方 

  は pm5：00 に式典会場に集合してください。 

 

 

■次年度資料について      高橋 護次年度幹事 

先週の例会で次年度部門長 

・委員長にお願いしており 

ました委員会活動方針原稿 

（次年度計画書掲載）が未 

提出の方は、本日お預かり 

しますのでご協力をお願い 

致します。 

 

秋元志津子様 

 皆さん、こんにちは。住まいは吉川にあり、以前は母

と一緒でしたが施設へ移りましたので現在一人暮らしで

す。生命保険会社に勤務して 28 年になりますが、75 歳ま

で勤務できますのでもう少し頑張ろうと思っています。

先ほど会長が腰痛のお話をされましたが、私も 2011 年に

脊柱管狭窄症で手術をしました。3～5 分程度しか歩くこ

とができなくなったため、ある芸能人が手術をした病院

を探して手術を受けすっかり回復しました。今回、台湾

へご一緒させていただき 7 月からお世話になりますが、

少しずつ皆さんと仲良くなっていきたいと思いますので

どうぞよろしくお願い致します。 

 

次月・次週インフォメーション 

5／23 通常例会 

／30 休会（地区研修・協議会より振替） 

6／ 6 通常例会 

 



山本正乃様（越谷北 RC） 

皆様、こんにちは。越谷

北 RC の山本正乃です。突

然ながらお時間を頂戴し

ましたので、感謝をしてお

話をさせていただきたい

と思います。 

              住まいはせんげん台東 

              4 丁目、小河内さんとは自 

宅がすぐ傍ですので長くお付き合いをさせていただいて 

おりました。以前、入会のお誘いを受けた際にお断りをし 

たことがありましたが、教諭をしていた主人が退職して塾 

を始めた頃、自宅に塾の大きな看板をかけたのを見て再度 

声がかかり、2 年前の 6 月に私塾のメンバーとして入会さ 

せていただきました。入会前、ロータリーは従業員をたく 

さんかかえた会社の社長さんの集まりで、私とは住む世界 

の違う方々が集う団体というイメージを持っていました 

が、温かく迎え入れていただきました。越谷北 RC は中学 

生の野球大会や柔道大会を開催するなど様々な事業に取 

り組んでいることもあり今まで出会うチャンスのなかっ 

た方々との出会いがあり、またいろいろな方からの意見を 

聞く機会も増えました。入会して良かったと思っています。 

 私は愛媛県南宇和郡で生まれ、高校 3 年まで過ごしまし 

た。電車も通っていない田舎です。その後、文教大学へ入 

学するために上京、越谷に住んで 29 年になります。18 年 

前に勤めていた高校を辞めて市議会議員に初当選、3 期務 

めた後に県会議員になり現在 2 期目です。県議として初め 

てチャレンジする際に後援会長から市議として留まるよ 

う言われましたが、市議を 3 期務める中、市ではどうして 

もできないことを県で頑張ってみたいと思いました。当時 

県議会は定数 95 のうち女性は 5 人、せめて 1 割ぐらいの 

女性が政策決定の現場にいてもいいのではないかという 

思いがありましたし、仕事をしながらの育児経験や両親の 

介護経験もありましたので、今ある制度をより良くしたい 

という思いもありました。さらに、2000 年にスタートし 

た介護保険も使い勝手の良いものにして老後安心して暮 

らせる街になれば良いという思いもあり、周りを説得して 

県議にチャレンジしたわけです。 

 私は一般社団法人自己承認力コンサルタント協会の本 

部講師の資格を 3 年間かけて取得し、先日ピンチヒッター 

講師として保育所の職員研修で自己承認力の話をしまし 

た。皆さんはマズローの法則（第１段階 生理的欲求、第 

２段階安全・安定の欲求、第３欲求 所属と愛の欲求（社 

会的欲求）、第４欲求 承認の欲求（尊厳欲求）、第５欲求 

自己実現の欲求）をご存じでしょうか。社会にはこの法則 

にある承認の欲求（他人に認められたいという欲求）が満 

たされずうつ病になったり、良い大学を出て就職しても仕 

事が続かないといった方が大勢いらっしゃいます。また、 

会社では人材が不足しているにもかかわらず、せっかく採 

用した人が実力を発揮できずに引きこもったり辞めてし 

まうといった現状にある中、人の意見に振り回されず自分 

自身で自分を認め（自己承認力）、自己肯定感を高めてど 

んなピンチやトラブル、アクシデントがあっても自分は絶 

対やれると思える力（自己抗力感）を高めるための研修で、 

良い自分も嫌な自分も受け入れて認める力をつけること 

によって他人に振り回されることなく仕事をしていける 

ようになります。合間にこういった仕事もしています。 

 よく県議会のことがよくわからない、見えないといった 

声が聞かれます。アナログ人間ですのでインスタグラムや 

フェイスブックのことはよくわかりませんが、県議会議員 

として日々発信しているところです。若い方は見てくださ 

っているらしく行く先々でフェイスブック見ていますよ、 

と声をかけてくれますので嬉しく思っています。このよう 

な時間をいただいたことにお礼を申し上げて話を終わり 

ます。ありがとうございました。 

■スマイル報告  小池和義クラブ奉仕・会場・出席委員長 

・秋元志津子様、山本正乃様、ようこそいらっしゃいま 

 した。本日もよろしくお願いします。   佐々岡 修 

・北クラブ・山本正乃様、オブザーバー・秋元志津子様、 

 ようこそ例会にいらっしゃいました。よろしくお願い致 

 します。                 中村隆雄 

・ご無沙汰しました。本日もよろしくお願いします。 

宮坂真志 

・ご無沙汰です。まだ不陽気です。体調に気をつけまし 

 ょう。                 田中のり子 

・遅くなって失礼しました。山 

本様、秋元様、ようこそお越 

しくださいました。浅田修司 

・山本先生、秋元様、ようこそ! 

遅くなりまして申し訳ありま 

せん。今日もよろしくお願い 

 します。                         坪井 明 

・秋元さん、ようこそ！これからもよろしくお願いしま 

 す。                   仲 文成 

・お客様、ようこそ。今日もよろしく。    武藤正雄 

山下良雄、高橋 護、菊地貴光、小池和義  小計 12,000 円 

■出席報告    小池和義クラブ奉仕・会場・出席委員長 

会員数 出免除 出席数 欠席数 ＭＵ 出席率 

19 名 4 名 13 名  2 名 100% 

■米山梅吉について（「友」2016.5 より抜粋） 

 梅吉は 1868 年に江戸・芝、田村町で生まれました。諸  

説ありますが、現在でいうと港区新橋 4～6 丁目あたりの 

ようです。梅吉が 4 歳のときに父・和田竹造が亡くなり、 

母の郷里、静岡県三島に母とともに移り住みました。 

 神童と言われた梅吉は、長泉（静岡県東部に位置する村） 

の小学校を卒業すると、将来を嘱望され沼津中学に進学、 

16 歳のとき単身上京し、働きながら勉強を続けました。 

そして長泉で 400 年以上続く旧家、米山家に請われて養 

嗣子として入籍後、アメリカに渡りました。8 年間の留学 

を終え帰国すると、縁あって三井銀行に入行。後に三井銀 

行常務取締役、続いて三井信託株式会社を創立、初代社長  

に就任しました。実業家として活躍する一方、社会的・文 

化的事業への支援も積極的に進めました。また、長泉村に 

図書館を建てて図書 1,000 冊とともに寄贈するなど、自ら 

の信念に基づいた社会奉仕活動を生涯を通して続け、 

1946 年に長泉村の別邸で逝去しました。 


