
第 1759 回例会 

1 月 28 日 №27 

 

●姉妹クラブ 

 龍仁ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 3600 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

 インターアクトクラブ 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

     

             

     州凰堂治療院 

皆様、はじめまして。本日は江成会員のご紹 
介により、例会でスピーチさせて頂くことにな 
りました。若輩者ですが、今までの治療家とし 
ての人生の中で、体験してきたことをお話させ 
て頂きます。 

      その前に簡単に自己紹介させて頂きますが、 
現在、「州凰堂（しゅうおうどう）」という治療院を 
相模原市中央区南橋本でやっており、妻と子供 
2 人の 4 人家族です。両親も健在で、父は大工 
でしたが、今は引退し自由気儘にやっています。 

      私は地元、相模原市出身で昭和 38 年生れ、

幼稚園は清心幼稚園（黛会員の幼稚園）でした。 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小山 哲士 

当時の写真がありますが、私が年長の時に園 
舎が現在の場所に移転しましたので、新園舎で 
の最初の卒園生となりました。実は、私の 2 人 
の子供も黛先生にお世話になりました。 
 中学生になって将来を考え初めていた頃、父 
の跡を継いて大工にでもなろうかと思っていた 
時に、突然の病になりました。視野が狭くなっ 
て、視力が落ちてしまう大変な病気でした。 
 両親も心配して、あちこちの病院に行き、国 
立病院で先生に何とかならないかと相談して、 
無理ですと言われた時の辛そうな顔を今でも憶 
えています。 
  

相模原中ロータリークラブ 

会 長 瀬戸 裕昭  幹 事 豊岡 淳 

 



 

  

その後、伯父の関係で、中国の針の先生と知り 
合いました。都内に治療院があったのですが、ほ 
とんど毎日通って、目の周りに針を打ったり、高 
価な漢方薬なども飲みました。 

そして半年後に病院で検査を受けたら、目の方 
は大丈夫だと言われました。私はそれで視力を失 
わずに助かりました。その先生から針を勉強した 
らどうかと言われ、それから針の専門学校に行っ 
て、国家試験にも合格しました。 

     ですが、その中国の先生が癌になってしまい、 
教わることができなくなったため、市内の整形外 
科医院で 1 年間研修をしました。尚、当時、相模 
医科工業（川合会員の会社）から購入した診察用 
ベッドは 20 年経った今も現役で使っています。 

     その後、都内にある「東洋整復院」の竹内先生 
の下で指導をして頂きました。当時は全国から患 
者さんが来られていて、約 10 年間、指圧や漢方 
薬なども勉強して、平成 9 年に治療院を開業し、 
平成 10 年に相模原市に移転して、現在に至って

います。 
     基本的には針・灸の治療で、中国では太い針を 

使いますが、日本では使い捨ての細い針が主流で 
す。私を指導してくれた竹内先生は良く勉強をさ 
れる方で、私も東洋医学全般や整体なども学び、 
いろいろ組み合わせて治療にあたっています。 

     また対外活動として、講習会や「食と健康につ 
いてのセミナー」、健康に役立つ「米の見学ツア 
ー」なども行っています。 
 開業して 16 年が経ち、さまざまな治療をして 
感じたことは、回復していくためには患者さんに 
も日常生活に気をつけて頂き、一緒に一生懸命や 
ってもらうということです。 
また若い方は治療して、回復も早いですが、や 

はり 40才を過ぎると体力的には下がる一方です。 
どうやって体をレベルアップさせるかです。 

     当院はこれからも笑顔 
    と感動を与える治療を目 

指し、目標達成のために 
頑張ってまいります。 

     ＊プロジェクターによる 

映像は割愛にて 

      （内容は概要にて掲載） 
     

 
 

 

 

「1/22 日 会長幹事会の報告」 

 時間の都合上、内容のいく 

つかを報告致します。 

○次年度の RI テーマは、 
「ロータリーに輝きを」 
(Light Up Rotary) 

○伊豆大島とフィリピン台 

風被災地への募金報告。 

第 2780 地区全体で、大島 
に 1.635.433 円、フィリピンに 1.534.871 円が集 
まりました。クラブ単体で直接寄付した金額は、 
大島に 16 万円、フィリピンは 80 万円でした。 

第 5 グループでは全クラブが募金に応じており、 
金額の多寡はありましたが、大島・フィリピン双 
方に同額が多かったようです。(中 RC は、大島に 
29.000 円、フィリピンに 200.000 円) 
尚、個人的に思ったのは「なぜ大島に 3 万円 

にしなかったのか」、こうやって報告書を見ると、 
すべきだったと思わざるを得ません。ともかく、 
皆様にご賛同頂き、多額な寄付を集められたこと 
に感謝します。ご協力有難うございました。 
○東日本震災復興基金の再開について 

2011 年 7 月に日本委員会が発足し、寄付総額 
約 8.440.000 US ドル。実施プロジェクト 170 件、 
使用金額 496.774.436 円でした。ロータリー財団 
の残金と日本委員会での返金（プロジェクト中止 
等）分で、960.340US ドル(約 1 億円)になり、こ 
の寄付残金を全てを東日本の復興基金に使用する 
ことが承認されました。 
被災地域が必要としているニーズを調査し、プ 

ロジェクトを申請して下さい。期限が 2014 年 1 
月 1 日以降、2 月 28 日まで。使い切るまで行う 
意向で、申請期間が少なめですが、当クラブもリ 
サーチしたいと思います。会員皆様からも提案が 
あれば対応しますので、宜しくお願いします。 
○高校生奨学金制度の試験プログラムの報告。 

対象者は 2780 地区内に居住か、同地区所在高 
校に通学する学生。1 年生を対象に選抜し、2～ 
3 学年の 2 年間の奨学金とする。第 1～9 グルー 
プから各 1 名を毎年選抜、年間 9 名を集う。↗ 
 



 
 

奨学金は年間 1名当り 24万円支給。この件は、

会長幹事会で討議になり、ガバナー補佐より、ま

だ（案）という説明でしたので、順次報告致しま

す。申請は 2014年10月 15日までに推薦書作成。 
11 月 30 日までに地区へ申請となっております。 

  （一部、要約にて掲載） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新年のご挨拶を申し上げます。ガバナー公式訪 

問以来ですので、3カ月振りの訪問です。ガバナ 

ー補佐として、当年度に最低 4回はクラブを訪問 

することになっており、あと 1 回訪問予定です。 

交換学生のホームステイでは、竹田会員に大変 

    お世話になっています。来月には次の東 RC佐藤 

    会員宅に移る予定です。 

18か月間の活動環境作りということで、会長・ 

    幹には年度が始まる前、昨年 2月から会長幹事会 

を毎月していて、もう年度が終了した感じですが、 

残り 5カ月間ありますので、宜しくお願いします。 

 次年度の RIテーマが「ロータリーに輝きを」 

英文では「Light Up Rotary」ですが、RI会長が 

台湾の方で、英文にすると、ちょっとイメージし 

にくく、日本語訳がぴったりくるように思います。 

 渡辺ガバナーエレクトも今月、国際協議会から 

帰国され、着々と次年度の準備の進めているよう 

が、今年度も 3/8日（土）にはＩ．Ｍが開催され 

ますので、多くの方にご出席をお願い致します。 

4月 5～6日の市民桜まつりでは、“End Polio 

Now”のキャンペーンを行います。各クラブに負 

担を掛けることは、それ程ないとは思いますが、 

時間割で 4～5名程度の会員に参加して頂き、ロ 

ータリーの PRやチラシ配布等を予定しています。 

残り 5 カ月間、ご協力よろしくお願い致します。 

（概要にて掲載） 

 
 
 
 
●杉岡 芳樹ガバナー補佐（相模原ＲＣ） 
 3 カ月振りに例会訪問させて頂きました。瀬戸 
 会長・豊岡幹事におかれましては、あと 5 カ月 

ですね。共に頑張りましょう！ 
●佐藤 眞一君（相模原グリーンＲＣ） 
 皆様、こんにちは。本日はメイクに伺いました。 
 宜しくお願いします。 
●瀬戸会長、豊岡幹事 
①本日、ゲスト卓話でお越しの小山様、楽しみに 
 しております。 
②杉岡ガバナー補佐、いつもお世話になります。 
 ご指導、宜しくお願い致します。 
●櫻内 康裕会員 
①入会記念日を祝って頂き、有難うございます。 
②本日は途中で退室します。お許し下さい。 
●永保 固紀会員 
職業ショートスピーチをします。簡単に！ 

●神田 達治会員、小野 孝会員 
 卓話楽しみにしています。杉岡ＡＧご苦労様で 
 す。永保さん、ショートスピーチよろしく。 
 入会記念日の櫻内さん、おめでとうございます。 
●江成 利夫会員 
①杉岡ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいました。 
②ショートスピーチの永保さん、宜しく。 
③入会記念日祝の櫻内さん、おめでとうございます。 
●阿部 毅会員 
①本日の卓話をお願いした小山先生、楽しいお話 
 を期待しています。 
②入会記念日祝の櫻内会員おめでとうございます。 
●金沢 邦光会員 
 ちょっとだけ早退させて頂きます。たまには、 
 仕事しなきゃ・・（笑） 
●菊地 啓之会員 
①杉岡ガバナー補佐、ようこそ！ 
②入会記念日祝の櫻内会員おめでとうございます。 
③職業スピーチの永保会員、宜しくお願いします。 
●佐々木 敏尚会員 
 櫻内さん、入会記念日祝おめでとうございます。 
●最住 悦子会員 
①卓話の小山様、よろしくお願いします。 
②櫻内さん、入会記念日祝おめでとうございます。 



     

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ・櫻内 康裕会員２００９年１月１３日 

    ＜ショートスピーチ       櫻内 康裕＞ 

     入会して丸 5年が経ちます。来月から次年度の

会長幹事会も始まります。5年目で幹事を務める 

    ことになりますが、宜しくお願い致します。   

 

報告事項  

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①米山奨学金学生終了式／歓送会開催のご案内 

世話クラブより会長、カウンセラーのご出席を 

お願い致します。カウンセラーには感謝状をお 

送りします。欠席の場合は代理をお願いします。 

日時：2月 9日（日）15:00～18:30 

場所：藤沢産業センター 返信締切：2月 3日 

②2014～15／2015～16 年度財団補助金管理セミナー 

実施予定のクラブに向け、下記にて実施します。 

申請予定のクラブは実施年度の会長、Ｒ財団、 

奉仕プロジェクト各委員長、補助金会計責任者 

の内、2名以上の出席をお願い致します。 

     日時：2月 15日（土）13:00～17:00 

 場所：第一相澤ビル 返信締切：2月 10日 

③東日本大震災復興基金 再募集のお知らせ 

     震災復興基金委員会を再編成し、プロジェクト 

支援を再開することになりましたので、地域が 

必要なプロジェクトの申請をお願い致します。 

申請時期：2014 年 1/1日以降、2/28 日締切             

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

相模原商工会館３Ｆ 

TEL 042-758-5750 FAX 042-758-1605 

●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

〒２５２－０２３９ 相模原市中央区中央 3-13-15 

TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

●E-mail: rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

永保 固紀 

 寺は禅宗の曹洞 

宗で、私は 22代 

目になり、歴史的 

には約 400年続い 

ております。 

 今はロータリー 

は同業種の方も入 

会できますが、以 

前は一業種一名が 

原則で、例外として宗教家は何名でも入会しても 

良いということでした。 

 主な仕事はお経をあげること、檀家さんやご近 

所の相談、宗教法人として幼稚園を運営し、宗教 

者として受刑者の教誨師など、いろいろあります。 

 人生をどう考えるか、命の考え方は基本的に、 

命をお預りして、養生し、いずれは誰もが、どこ 

かでお返ししなくてはなりません。まだ例会で、 

お経をあげたことはないのですが、機会があれば 

と思っています。       （概要にて掲載） 

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会   中里 和男 副ＳＡＡ 

斉  唱   「我らの生業」 

ソングリーダー 最住 悦子会員 

ゲスト  杉岡 芳樹ガバナー補佐（相模原） 

ビジター 佐藤 眞一君（相模原グリーン） 

出席報告 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 12:30～13:30 

●編 集（親睦活動委員会）  

委員長   菊地 啓之 

副委員長  竹田  繁 

委 員  中里和男、佐々木裕、老沼秀夫、阿部 毅 

西島 満、最住悦子、田後隆二 

  http://www2.tbb.t-com.ne.jp/rotary/ 

会 員 出席（出席対象 20名） 事前メイク者 

２９名 ２０名 ２名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

４名 ８４．６２％ １００％ 

mailto:rotary@tbg.t-com.ne.jp
http://www.sagamiharanaka-rc.jp/

