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▲ ソ　ン　グ　「四つのテスト」
　　　　　　　　　　　吉田　忠司　会員
▲ プログラム　
　　　　　　　　年末家族同伴例会

次 週 予 告 12月11日（日）本日の例会
▲ ソ　ン　グ　「君が代」「奉仕の理想」
　　　　　　　　　　　草野　　旦　会員
▲ プログラム　
　　　　　　　　年次総会

12月７日（水）

第887回例会報告 11月30日（水）
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会 長 の 時 間

　　　　　　　　　　　会長　栗田　義博

　本日で11月も終わりですね。明日からは
12月、師走となります。
　12月ももちろん色々と多忙な時期ですが、
この11月も大変でしたね。23日は祝日で休
みでしたので、前回の16日はガバナーに来訪
して頂きました。皆様、本当にありがとうご
ざいました。前回の例会前に久野ガバナー

プ ロ グ ラ ム

とお話しさせて頂き、ロータリーの、特に国
際ロータリーの動向などを説明して頂きま
した。“ロータリアンの減少に歯止めをかけ
る”ために国際ロータリーとして中央集権を
しっかり構築するためにDLP（地区リーダー
シッププラン）、CLP（クラブリーダーシップ
プラン）を提唱していこうというものです。
　世界中のクラブを全部同じ組織にしよう
というのは、各クラブの個性が失われるこ
とになりますが、ロータリーの統制をとる
ということには有意義なことと思います。
当クラブは今期よりCLPにのっとった委員
会構成としましたが正直、会長である私自
身がこのような世界の情勢をふまえて決断
したことではなかったのですが、改めて考
えさせられました。
　また知識として以前の「分区代理」と「ガ
バナー補佐」の違いや出席率の計算方法を
正しく教えて頂き、有意義な時間であった
と思います。

◆卓話
「アロマセラピーとは　～アロマセラピー
　の使い方～」　　　大門　美智子　会員
　アロマセラピーとは、フランスの科学者
ガット・フォセが使い始めた言葉です。時
代は1928年のことです。 
　自然の香り：アロマと治療法：セラピー
をくっつけて作った造語です。いわゆるネ
ーミングです。 日本では芳香療法と訳され
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ています。 植物から抽出した精油を用いて
精神的、肉体的ストレスや不安感等を癒す
療法です。 
　今回は皆さんに香りを経験していただこ
うと思い、クリスマスも近いことですし、
没薬（ミルラ）と乳香（フランキンセンス）を
準備しました。古代エジプト時代にはミイ
ラ作りのために使われた精油です。クリス
マスには「キリストの生誕」の聖劇を見る
ことがあるかと思います。東方の賢人、い
わゆる3人の博士が貢物を持ってお祝いに駆
けつけます。その持参したお祝いの品が、
黄金と没薬と乳香でした。昔は黄金に等し
く貴重なものでした。実際に香を体験して
いただきました。
　両者とも昔から使われていたもので、没
薬（ミルラ）はシーボルトが日本に持ってき
た薬品のリスト（薬品応手録）の中にありま
す。アフリカやアラビアに産するカンラン科
植物の樹脂で産地により各種あるが健胃、
通経、強壮、収斂薬とされると記載されて
います。
　また乳香（フランキンセンスは）日本でも
10世紀には薫香の処方内への記述が現れる
ため、このころにシルクロードを通じて伝来
したものと考えられています。教会で牧師
様が使う振り香炉に使われるのが乳香（フラ
ンキンセンス）です。
　どんな感じがされましたでしょうか。私
は没薬の香がすきで、落ち着きます、深い
森に抱かれたような安心感と、鼻をスース
ーするような清々しさを感じます。乳香は
瞑想に使われますが不思議な秘密めいた感
じがしませんか 。
　香によって気分が変わることを体験して
いただけたかと思います。かつてフランス
の哲学者モンテニューは「私はお医者さん
方が、今よりももっと匂いを利用できそうに
思う」実際に香によってそれぞれの匂いの
性質に応じて私の精神に作用することを体
験したからだと言う言葉を残しています。
　最近の研究で、香を嗅ぐと記憶をつかさ
どる海馬や喜怒哀楽の感情に係わる扁桃体
が活発に働くことが確かめられています。
記憶だけではなく感情に働きかけて、精神
に働き掛ける、これが薬とは異なるアロマ
セラピーの威力だと思います。
　アロマセラピーをご自宅で楽しんでいた
だく方法をご案内します。

（１）芳香浴
　ディフューザーを使ったり、ディフーザ
ーがなくても、ティッシュペーパーに精油
を4～5滴たらすだけでもかまいません。
（２）アロマバス
　家庭用のお風呂なら精油を４～５滴使用
する。精油は濃縮されたものですから、直
接皮膚につくと刺激になることがあるので、
バスソルトや蜂蜜に溶かして使用します。
洗面で手浴や、深い目のバケツで足浴もで
きます。
（３）マッサージ（トリートメント）
　マッサージという言葉はマッサージ師に
のみ許された言葉なのでアロマトリートメ
ントと言う言葉を使います。
　緩和ケアにおいてはなくてはならない方法
と認識されてきました。施術を受けている
間は本当に痛みを忘れて至福の時間になり
ます。これは触覚を伝える神経は痛みを伝
える神経はより早く脳に伝わるために痛み
を感じる門を狭めると考えられています。
（４）塗布
　精油をキャリアオイルやクリームに溶解
して、塗布します。
（５）吸入や蒸気浴
（６）湿布
　簡単ですが以上アロマセラピーの使い方
をご紹介させていただきました。
　本物の代替医療としてのアロマセラピー
を普及するために、特定非営利活動法人関
西アロマセラピスト・フォーラムとういう
NPO法人を設立して活動しています。この
12月には社協のバスに乗せていただいて、
スタッフがこれで4回目になる東北の被災地
にアロマセラピーをお届けにまいります。
　最後に、私たちNPOの活動は皆様の寄付
によって賄われています。私たちの活動に
ご支援をいただけますように、これを機会
にどうぞよろしくお願い申し上げます。
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栗田　義博　君…ガバナー訪問、無事終え
　ました。ホッと一いきです。ニコニコ
中村　敏治　君…今日で、77才になりまし
　た。この年齢まで生きられるとは、思っ
　ていませんでした。
田中　稔二　君…はじめて欠席しました。
　申し訳ありません。病気入院する事にな
　り、毎日六甲山を見ながらのんびり10日
　間休養しました。結局原因不明。
田中　哲三　君…本日はほぼ全員出席です。
　今年度初めてです。ニコニコ
谷口　敏彦　君…いよいよ明日から会社が
　繁忙期に入り、12月の出席率が悪くなる
　かも知れませんがお許し下さい。出来る
　だけ頑張って出席するように努力します。

　　本日合計　　　　　　24,000円
　　本日までの累計　　504,050円
　　　　　　　　　（前田　正明　記）

　
◆本日のソング
　「Be A Rotarian」
　　　　　　　　　　田辺　朱希美　会員
◆出席報告

◆幹事報告
　　　　　　　　　　　幹事　田中　哲三
・地区大会登録　12/28〆切です。多数の登
　録をお願いします。   
・大船渡市より、球根他寄贈の御礼の手紙
　と植栽の写真が届いています。  
・当クラブ作成の冊子“職業奉仕の源”が
　文庫通信に紹介されることになりました。
・ロータリーカードのロヤルティ（0.3%）が
　震災義援金に提供されます。カードの利
　用促進、ご協力宜しくお願いします。 
・会長幹事会　IM　1/28（土）及びGSE受入
　れ　2/20（月）～2/23（木）を討議しました。 
▷臨時理事役員会    

　例会開始前に臨時理事役員会を開催。次
期理事・役員を承認しました。

◆スポット
「親睦委員会」
　　　　　　　　　　委員長　竹原　善記
　家族同伴例会オークションのご用意をお
忘れなく。

「グルメ同好会」
　　　　　　　　　　委員長　大西　利哉
　２月19日に恒例の猪鍋を行います。ふる
ってご参加ください。

ニ コ ニ コ 箱
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　日本の貿易収支が赤字になりかけてい
ます。原発の事故によりLNG（天然ガス）
などの輸入が急増し、円高もあいまって
輸入が輸出を上まわりそうなのです。赤
字構造になると、経済産業省の報告書に
よれば「急激な日本売り」「国債消化余
地の消失」「急激な円安とインフレ」「高
金利と失業増」に見舞われる危険性があ
ると結論付けています。怖い話です。

ひとくち

宝 塚 市 の 皆さん 、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
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