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想像してください、私たちがベストを尽くせる世界を 
  私たちは毎朝目覚めるとき、その世界に変化をもたらせると知っています 

●今週の例会プログラム 
2022年 9月 22日（木） 第 2532回例会 

       納涼例会 

 

                   〔例会場 音羽山荘〕 

 
 

 

●次回の例会プログラム 
2022年 10月 13日（木） 第 2533回例会 

       卓話 米山奨学生 張 路明 様 

    

                  〔例会場 箕面観光ホテル〕 
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❖前回例会❖ 

  出席報告 

  
2022 年 9 月 15 日（木） 第 2531 回例会 
会員数 32 名 出席者 19 名（出席率 65.51％） 

       
  卓話  

ゲスト講師 吹田市民病院 脳神経外科部長 
梅垣 昌士 様 

 
    
❖会長挨拶❖          芝野 弘三郎 

 

      
 本日は、市立吹田市民病院、脳神経外科部長の梅垣昌

士様に卓話をお願いしておりますが、ここに至った経緯

を簡単に説明いたします。 

45 歳でロータリーに入会し、その後、高血圧・ピロリ

菌・大腸ポリープ・腰部脊柱管狭窄症と年を取るにつれ

中高年特有の症状が出てきました。 

60 歳を過ぎた頃から下肢の痛みと痺れを感じるように

なり、8 年前に A 病院を訪ねました。その時初めて腰部

脊柱管狭窄症の説明を受けましたが、まだそれとは診

断されず、投薬もなく、水中ウォーキングなどを勧め

られました。その後エキスポパークホテルの VITA とい

うジムに通うようになりました。それでも痛み痺れは

改善せず、徐々に増してきました。そこで家内が通っ

ていた I 整形外科に診てもらい、薬を飲むことになり

ました。MRI 検査も箕面市立病院で受けましたが、はっ

きりとした診断が出ず、薬の効果もなく、月日が経ち

ました。その後は自分で自己流（脊柱管狭窄症に関す

る本は沢山出ているので、それを参考にして）にスト

レッチ体操をしていましたが、ある時、娘の長男が踵 

 

 

骨端症で C 整形外科に通うことになり、その評判が良

かったので、私もそこに通院するようになりました。C

クリニックでは月 1 回吹田市民病院の梅垣先生が診察

されており、C 先生に梅垣先生を紹介されました。実

際、手術を決めるまでには、いくつかの決断が要りま

した。1 つは手術の必要性、2 つ目は時期、3 つ目は病

院の選択でしたが、最終的には、吹田市民病院に決

め、大袈裟ですが、梅垣先生に命を預けたわけです。

甲斐あって、下肢の痛みはほとんど消えました。足先

には痺れがまだ残っていますが、歩行に支障はありま

せん。手術後に病院で教わったリハビリ、主にストレ

ッチを毎日欠かさずおこなっています。梅垣先生はじ

め病院のスタッフの方々に深謝いたします。 

 

❖幹事報告❖             木村 知也 

 

【9 月の例会】  

22 日 納涼例会 音羽山荘 

   29 日 休会(第５週目) 

  【10 月の例会】 

    6 日  休会（箕面まつり） 

   13 日 卓話 米山奨生 張 路明様 

   20 日 箕面市長卓話 上島一彦会員 

   27 日 長寿の御祝 箕面山荘風の杜 山帰来 

 

・22 日納涼例会後の２次会について 

・箕面まつりについて 

・20 日大阪青山大学にて実施の地区補助金事業につい 

 て 
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❖ＳＡＡ報告❖       ＳＡＡ 山本 貴雄    

 

ニコニコ 

片山秀樹会員：先週の例会でロータリーバッチを付け忘れてい 

ました。すみませんでした。 

黄堂泰昌会員：梅垣先生ようこそ！ 

前田建司会員：梅垣先生、本日はありがとうございます 

西脇 悟会員：梅垣先生、よくお越し下さいました！ 

芝野弘三郎会員：梅垣先生、よろしくお願いします 

庄司修二会員：卓話よろしくお願いします 

高橋太朗会員：梅垣先生、ありがとうございます。よろしく 

       お願い致します 

林たかみ会員、可知圭樹会員、河野優作会員、木村知也会員、 

森田雅之会員、尾崎夏樹会員、山本貴雄会員、山下正和会員 

米山奨学会 

道林侑輝会員、河野優作会員、黄堂泰昌会員 前田建司会員、

水島教絵会員、尾崎夏樹会員、庄司修二会員、高橋太朗会員、 

山下正和会員 

ロータリー財団 

可知圭樹会員、河野優作会員、黄堂泰昌会員、前田建司会員、

西脇悟会員 尾崎夏樹会員、芝野弘三郎会員、庄司修二会員、

高橋太朗会員、山下正和会員 

ポリオ 

道林侑輝会員、西脇悟会員、尾崎夏樹会員、芝野弘三郎会員、 

庄司修二会員、高橋太朗会員 

恒久基金 

木村知也会員、前田建司会員、尾崎夏樹会員、高橋太朗会員 

 

  

 

❖委員会報告❖      

 親睦活動委員長       山根 ひとみ 

  

 10/1，2 に開催される箕面まつ

りで、今年度箕面 RC はスーパー

ボールすくいのみで出店いたしま

す。その際に会員が手分けして準

備、運営に当たります。今、出席

表を廻しておりますので参加可能

な時間に印をつけてください。 

 どうぞご協力よろしくお願いい

たします 

  

 

 

 

❖卓話❖ 

 
吹田市民病院 脳神経外科部長 

梅垣 昌士 様 

梅垣 昌士（ウメガキ マサオ）先生 プロフィール 

□1970 年生まれ、神奈川県川崎市出身 

□1994 年東京大学理学部卒業 

（理科１類、化学を専攻） 

□1998 年大阪大学医学部医学科卒業 

□1998 年～大阪大学医学部属病院、市

立吹田市民病院、 

りんくう総合医療センター他、数々

の病院を経験  

□2007 年 大阪大学大学院医学系研究科修了 

□2003～2005 年 ドイツ・ケルンのマックス・プランク神 

経研究所研究員 

□2020～現在 市立吹田市民病院 脳神経外科部長 

□ちぇ整形外科（箕面郵便局向かい）にて月一回診察 

□現在、千里中央に居住、箕面市百楽荘に居住経験あり 

□趣味 楽器演奏（高校時代はドラム演奏、大学時代は 

オーケストラでバイオリン）・スキー 

 

「卓話の内容」 

1960 年代のアメリカ TV ドラマ、

ベン・ケーシー、手塚治虫の漫画

ブラック・ジャックに始まり、人

体の神経経路の説明、痛み・痺れ

の治療法、腰部脊柱管狭窄症の

手術方法などを画像にて詳しく説明していただきまし

た。脳神経外科と整形外科の違いを、時計職人と大工職

人にたとえられたのは分かりやすかったのではないで

しょうか。最後に、芝野会長の手術を 10 時間ぶっ通し

で休憩なく完遂されたとお聞きし、その体力・持久力・

集中力に感服いたしました。 

※10/1・2 の箕面まつりには、是非ご家族で遊びに来てく

ださい！ 

※10/20 の上島市長卓話（於 千里阪急ホテル）にも是非

お越しください！ 
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     今週のワールドクイズ 

アジア地域に焦点を当て、毎週様々なクイズを出して

いきます♪さて、今週は何問正解できるでしょうか？！ 

今週は・・・ 

東ティモール民主共和国 
（ティモールは、日が出る方向を
指すので、『東東』という意味に
なります） 
 
首 都： デリ 
通 貨： US ドル 
時 差： なし 
公用語： テトゥン語。ポルトガル語。 

一部英語が通じます 
フライト： 日本からは、バリ経由で東ティモールへ行けます 
 
インドネシアから２００２年に独立し、今年建国２０年を迎えま
す。２１世紀で初めてできた国ですが、独立後も内政は混乱
が続いてきたことから、後発開発途上国 LDC（国連総会の決
議により認定された特に開発の遅れた国々）という位置づけ
です。東南アジアで唯一 ASEAN に加盟していない国でも
あります。現在の治安は落ち着いているようです。 
発展途上国といっても、こんな宿泊施設・スーパー 
もあります♪ビーチからクジラの潮吹きが見えるホテル
では、朝からヨガをやっていたり・・・ 

 
 
 
 
 
 

（出展：STW https://stworld.jp/） 

 
独立直前の紛争で、ほとんどの学校施設が破壊され
た東ティモールですが、財政難により十分な復旧が

できないでいました。日本は、ODAによる JICAの学校設備
等のインフラ機材の整備等の事業を支援することにより、教
育環境の向上、東ティモール側の施設維持管理・修繕技術の
習得、地域社会活動等の促進に寄与しました。 
では、そこに充てられた額はいくらだったでしょうか。 
  
① 約５．５億円 
② 約２４億円 
③ 約４３０億円 

 
IMF は東ティモールの経済を「世界でもっとも●●収
入に依存した経済」と評しています。●●に入るのは次   
のうちどれでしょう。 

    
① 農産物  ② 石油  ③ 観光 

 
 

東ティモールで一番人気のスポーツは何でしょう？ 
 
① 野球 ② サッカー ③ ラグビー 

 
 
（出展・引用：ODA 見える化サイト

https://www.jica.go.jp/oda/index.html） 

 

 

★答えは来週の週報で発表します♪ 

（週報のバックナンバーは、箕面ロータリークラブＨＰ

で確認できます） 

 

【先週の答え】 

 
東南アジアでの食事でよく使われる食器の組み合
わせは・・・ 
答え：③ スプーンとフォーク 

  麺を食べる時は、箸も使います♪ 
 
 
ベトナムの主食はどれでしょう？ 
 
答え：②お米 

 
 

ベトナムで、ベトナム料理が食べられない人がいた
らお勧めできる料理はどれでしょう？ 

 
答え：①フレンチ   
 

19世紀から 20世紀半ばまで、ベトナムは「フランス

領インドシナ」と呼ばれ、フランスによる植民地時代

が続いていました。その名残で、フランス人が遺して

いった本格的なフレンチが、日本より安く、味わえる

ようですよ♪ 

 

 

 （編集：広報・会報副委員長 水島教絵） 

https://stworld.jp/
https://www.jica.go.jp/oda/index.html

