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国際ロータリー第２５９０地区・第５グループ

横浜港南ロータリークラブ
奉仕しよう

みんなの⼈⽣を豊かにするために

（２０２１〜２０２２年度

国際ロータリーのテーマ）

◎例会⽇／毎週⽔曜⽇ ◎例会場／京急百貨店 10F バンケットルーム「リバージュ」

045（848）1111

◎事務所／〒233-0002 横浜市港南区上⼤岡⻄ 1-13-23 ﾀｳﾝｻｲﾄ 41-302 号 TEL045（846）5111・FAX045（846）5129
◎会⻑／⼤井 和⼦ ◎副会⻑／根本 雄⼀ ◎幹事／髙栁 良作 ◎会報委員⻑／坂巻 照代

第 2226 号
横浜港南ロータリークラブ会報
2022 年 3 月 9 日（水）
第 2470 回例会報告
◎司 会
◎ロータリーソング
◎ソングリーダー

横尾博之委員
「SING EVERYONE SING」
ＣＤで行う
チンエキショウ

◎ゲスト

元米山奨学生ショウさん（陳奕丞様）
※ZOOM で参加
◎ビジター
東京東江戸川ＲＣパスト会長
猪野弘行様
◎出席報告
天野憲二委員
会員数

出席者数

26(2)名

21(1)名

（

出席率 前回
修正率
80.8％
―

前月
平均率
73.1％

）内は出席免除会員

◎会長報告
大井和子会長
子どもは大人を映す鏡と言われますが、毎日、
子どもを見ていると様々な面白い鏡を見つけま
す。一昨日、５歳児クラス（１６人）の話し合いに
参加しました。たまたまビデオ撮影しようと思い、
クラスに行ったところ、ちょうど話し合いが始まる
ところでした。議題は「給食のリクエストメニュー」
についてです。３月は卒園を祝うということで、子
どもの好きなメニューが３回登場します。それを
決めるのです。普段のメニューから、あらかじめ
人気の高い１０の候補を栄養士があげ、その中
から選ぶのですが、話し合いでは、その決め方

から始まりました。司会は保育士です。決め方が
決まるかで、子どもと司会の話がかみ合わず、な
かなか話が進まないという場面もありましたが、
なんとかメニューを絞り込んでいき、最終的に３
つ決定しました。決まるまでおよそ１５分かかりま
した。
この話し合いの過程を見ていると、なんとも面
白かったです。何が面白かったかというと、子ど
もの話し合いに参加するときの態度、姿勢です。
積極的に意見を言う子、我関せずとばかりに隣
の子と話し始める子、下を向く子、人の意見に耳
を傾け、うなずいたり、笑顔を見せる子、ちゃちゃ
をいれる子、反対する子もいます。また、声の大
きい子に忖度して長いものに巻かれる子も出て
きます。一人ひとりの希望を聞いて数が多いもの
から絞っていきましたが、その数が書いてあるホ
ワイトボードを真剣な目で見つめ、「よっしゃー」と
ガッツポーズをしたり、落胆したりで、メニューが
決まっていきました。最終的に決まった３つのメ
ニューの中には、私が途中で横やりを入れた鶏
の唐揚げも見事、入りました。このメニューの日
にはおかわり自由にします。
子どもの話し合いは、大人の話し合いと同じだ
なと思います。大人は子どもより語彙が多く、表
現も豊富だったり、こざかしさも身についていたり
しますが、その片鱗も見え隠れし、子どもの話し
合いは、大人の会議の原型です。保育の現場に

いると、子どもを通して人としてのあり方を考えさ
せられることが多くあります。自分は人としてどう
あるべきなのかを考えるわけですが、自分の未
熟さを痛感しながら、自分を育てる、いい仕事を

◎イニシエーションスピーチ

坂巻照代会員

させてもらっていると感謝する次第です。
◎幹事報告
高栁良作幹事
下山ガバナー補佐から連絡がありました。
第４・５グループ合同 IM は中止とのことです。
３月の地区協議会については、対面での実施
はなくなりました。書類配布ということになりまし
たのでご注意ください。
ウクライナへの寄付については、ロータリー財
団から連絡がありました。災害救援基金への寄
付を呼び掛けています。
詳細はホームページをご覧ください。
https://www.rotary.org/ja/rotary-foundation-cr
eates-channel-direct-humanitarian-support-u
kraine-region
◎ご挨拶（ZOOM にて接続）

チンエキショウ

陳奕丞様

こんにちは。２０１９年から２０２０年に横浜国立
大学に留学し、ロータリーの米山奨学生でもあり
ました。２０２０年３月に同大学を卒業後、約１年
日本に住み、２０２１年２月に中国に帰国しました。
帰国後、インターンで研究職に従事し、２０２２年
４月より不動産のディベロッパーに就職しました。
今後は国際機関で働きたいと思っています。
２０２２年５月に結婚を予定しています。機会があ
れば、妻と日本を訪れたいです。
【コメント】 当時のカウンセラー 坂巻照代会員
今日お話しできるのを楽しみにしていました。今
度、奥様の写真をお見せください。今後のご活躍
を期待しています。

『リンパの話』
皆さんこんにちは。コロナ禍が続く中で自己免疫
力・自然治癒力の話題が多く出ています。今日
はリンパケアのお話をさせていただきます。リン
パケア検定の２級１級の認定を受けています。リ
ンパケアは自然治癒力・免疫力のアップやアンチ
エイジングに力を発揮します。
皆さんリンパケアとかリンパマッサージは東洋医
学と思いますか？西洋医学だと思いますか？こ
れは西洋医学です。エビデンスに基づいた理論
になります。
リンパ液を見たことありますか？
マメができてプクンと膨れた中にある水、末期が
んで腹水がたまったもの。
リンパ液は体に侵入してきたウイルスや細菌を
白血球と一緒に戦って傷を治したり、細菌を退治
してくれます。戦っているときはリンパ腺が腫れ
ます。リンパ腺というのがリンパ節でフィルターの
役目があります。悪いものを集めて静脈に運び
排泄してくれる機能です。血液とは密接な関係を
もっています。
リンパ節大きなものは、耳の後ろ、扁桃炎やおた
ふくかぜの時に腫れたりしますね。後はわきの下
や鼠径部ひじの内側、膝の裏側などにあります。
血液は心臓という大きなポンプで流していますが
リンパ管にはポンプが無く筋肉の動きでリンパ液
を流します。また、表層リンパ管は比較的皮膚の
近くにあるので、自分で流すことができます。リン
パ管には弁があり一方通行になります。それで、
リンパマッサージをするときは流す方向が大切に
なります。
今日は首から上の自己ケアをお知らせします。し
わ、シミ、たるみ、脱毛、白髪の予防など皆さん
の関心の高いところです。
まず頭部から。頭皮は結構固く凝っています。ほ
ぐすと楽になる実感があります。

はえぎわにグーのこぶしを作ってとがったところ
で耳の脇まで押します。
次に下から頭頂に向かってマッサージをし、耳の
後ろのリンパ節に流し下ろします。
その後鎖骨のくぼんだ所に持ってきます。ここが
最終的に静脈に流す部分です。
頭部は洗髪や整髪の時意識して、してみてくださ
い。
次が顔のリンパケアです。優しく柔らかくが鉄則
です。乳液やクリームをつけてしてください。鼻筋
を分水嶺として、両側に手を滑らせます。
皆さんは顔を洗う時どうしますか？ほとんどの方
が縦に洗っていると思います。
今日から横に洗ってください。化粧水などつける
時も同じです。鼻筋と鼻の下は両方向 OK です。
目はおでこ眉毛の上を通り下瞼でぐるりと一周で
す。あごは先から耳に向かって人差し指と中指
の間に挟み、なであげます。耳の後ろのリンパ節
に流しその後鎖骨のリンパ節にもってきます。
基本的なリンパケアは体の先端から元に向かっ
てさするようにします。弁の位置がそのようにな
っています。足はくるぶしから膝に、膝から鼠径
部に。手は指先から手首、ひじ、わきの下に。お
風呂から出た時タオルでこの順に拭いていきま
す。
今回の手首骨折でも毎日何度もリンパ流しをし
て、かなり短時間で改善しました。
自分自身でできるリンパケアを身近なものと感じ
ていただければ嬉しいです。
興味ある方はお気軽にお聞きください。ご清聴あ
りがとうございました。
◎ニコニコボックス
海野俊彦委員
大井会長
東京東江戸川ＲＣ猪野弘行様ようこそいらっしゃ
いました。
坂巻会員の卓話楽しみにしております。
高栁幹事
東京東江戸川ＲＣ猪野弘行様ようこそいらっしゃ
いました。
坂巻会員の卓話楽しみにしております。
ショウさんご無沙汰しております！
東京東江戸川ＲＣ猪野弘行様
淺井さん、クラブの皆様、本日は勉強させていた
だきます。

坂巻会員
今日はつたない話をさせていただきます。少しで
もお役に立てれば嬉しいです。
青柳会員 天野会員 海野会員 佐々部会員
根本会員 平山会員 宮下会員
東京東江戸川ＲＣ猪野弘行様ようこそいらっしゃ
いました。
坂巻会員の卓話楽しみにしております。
淺井会員 上杉会員 櫻井会員 福嶋会員
宮島秀晴会員 宮島史裕会員 横尾会員
坂巻会員の卓話楽しみにしております。
草柳会員
会員入会祝頂きましてありがとうございました。
（同じ内容の方はまとめて掲載）
ニコニコボックス本日合計
ニコニコボックス累計

24,000 円
420,000 円

◎米山チャリティボックス
大井会長 上杉会員 坂巻会員 佐々部会員
宮下会員 宮島史裕会員
6名
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計
10,000 円
米山チャリティボックス累計
109,000 円
◎次週の予定
3 月 16 日（水） 通常例会
卓話 横浜港南台ロータリークラブ奉仕委員長
根本慶次様
テーマ 横浜市版ＳＤＧＳ認証企業が取り組む
「養蜂プロジェクト」について
◎会報

青柳民朗委員

