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奉仕を通じて平和を Peace through Service

会長挨拶 青木茂人会長

｢映画の話①｣

味噌料理の話も種切れとなりましたので､ 映画

の話を３回に分けておこないます｡ 先週まで長野

グランドシネマズで ｢午前十時の映画祭｣ が開催

されておりました｡ かつての名画100本を50本ず

つ二年に分けて上映されました｡ 全部見ることは

できませんでしたが､ 昨年一昨年と約30本ずつ鑑

賞することが出来ました｡ 古い作品ばかりですが､

名画をゆったりとしたシートで､ 1000円で鑑賞で

きますのでかなりお値打ちだと思います｡ 先週は

｢ナバロンの要塞｣ その前はスティーブマックイ

ンの ｢華麗なる賭け｣､ その前はションコネリー

｢ロシアより愛を込めた｣ が上映されていました｡

｢007シリーズ｣ の第２作ではありますが､ このシ

リーズの最高傑作ともいわれております｡ ｢華麗

なる賭け｣ のスティーブマックインもよかったで

すが､ 彼の最高傑作は ｢大脱走｣ ではないでしょ

うか｡ 最後のオートバイで鉄条網を越えるシーン

は思わず手に汗を握りました｡ 昨年､ 須坂動物園

のペンギンが３回脱走して､ とっとと逃げるので

｢トット｣ という名前がつけられましたが ｢大脱

走の ｢ヒルツ｣ もその候補に挙がったそうです｡

何れも40年ほど前の映画です

が､ 現代と比べて大きな違いを

感じることが３つあります､ 一

つ目は､ 昔の映画にはやたらと

タバコを吸うシーンが多かった

こと､ 嫌煙の進む今では考えら

れません｡ 二つ目は色っぽいシーンでもう少し見

えたらと思うのですが､ 意外と見えずに残念に感

じるシーン多かったことです｡ タバコとエロに対

してはだいぶ時代の倫理観の差を感じます｡ 三つ

目は､ 昔は携帯電話がなかったので公衆電話のシー

ンが多かったことです｡

四月からまた ｢新､ 午前十時の映画祭｣ が開催

されますので是非ご覧下さい｡

幹事報告 轟 修平幹事

＊第８回クラブ協議会報告

・２月24日 インターアクト地区協議会開催｡

竹内新世代奉仕委員長 (地区 IA 委員兼務) 出席

・２月28日炉辺談話開催 12名出席予定

・ロータリーを語る詐欺メールにご注意下さい｡

米国本部より注意喚起がありました｡ 絶対に返

信したり個人情報を送信しないようにしてくだ

さい｡ 広範囲にいっていますので､ 警戒レベル

を一段階引き上げますとのことです｡ 当クラブ

にも詐欺メールが来ていましたので､ 皆様十分

お気をつけくださいますようお願いします｡

・３月８日例会は､ ２階弥生の間です｡

３／１ 本日のプログラム

会 員 卓 話 小 林 敏 生 さ ん



出席・ニコＢＯＸ報告 瀧澤 聡例会運営委員
２/22 (会員58名) 出席33名前々回修正出席率92.2％

ゲスト 堀川 啓子さん (ヨガインストラクター)

・伊東義次さん・若麻績信昭さん・瀧澤 聡さん

☆浜岡でのゴルフご協力いただきましてありが

とうございました｡ 天気は良かったのですが､

スコアーが､ いまいちでした｡

・大橋東二郎さん☆ゴルフお世話になりました｡

どういう訳か私の所だけ突風でスコアは不満で

したが､ ハンディに恵まれ“優勝”でした｡

・合 計 13,500円 ・累 計 521,297円

春の親睦ゴルフコンペ報告 伊東会員家族委員

晴天に恵まれ11名で楽し

く行って参りました｡ 優勝

は大橋東二郎先生です｡

おめでとうございます！

講師紹介 塩入洋佑さん

私は安茂里の老人福祉

センターで月２回開催の

｢初めてのヨガ｣ を受け

ています｡ その指導をさ

れているのが堀川啓子さんです｡ 受講生が多く人

気の講座です｡ 皆さんも体験してみて下さい｡

ゲ ス ト 卓 話 堀 川 啓 子 さ ん

｢ヨガでリフレッシュ｣

私のやっているヨガは ｢沖ヨ

ガ｣ というもので体の歪みを取

り体を整えていくものです｡ で

は皆さん椅子を私の方に向けて

下さい｡ へんな姿勢で見ると体

がねじれます｡ 体をゆがませな

いことが大事なのでそういうこ

とを意識してやりたいと思います｡ そしてヨガは

必ず息を吐きながら行います・・というお話から

始まり早速､ 実践です｡ 全員で体を動かし本当に

良いリフレッシュ

になりました｡ 人

間の体は繋がって

いるので痛いとこ

ろを直接さわらな

くても､ 他の場所

をさわったり､ いろんなポーズを

とることで､ 内臓や色々な所に刺

激を与えることになり調整できる

そうで､ いつでも気軽にケア出来

ることが分かりました｡

例えば､ 指です｡ 親指は肺・大

腸 人差し指は胸郭・胃・脾臓 中指は循環器・

背骨・心臓 薬指は肝

臓・交感神経 小指は泌

尿器だそうで､ １本ずつ

息をはきながら回したり

伸ばしたりしました｡ 手

の甲は四つ這いになった体と同じで､ 甲は背中に

あたるそうです｡ たたいたりし

て刺激すると自分の体を緩める

ことができるそうです｡ それか

ら姿勢については､ ヨガでいう

腰がたつ状態というのが､ 内臓

が正しい位置にくるので､ 息を

吸った時に胸が膨らみ入る空気

の量が多くなるそうです｡ それは､ 足の甲の幅の

３分の２の幅で足

を平行にひらいて

立ち丹田に集中し

てお腹を伸ばす感

じにする｡ それが

腰がたつという状態だそうです｡

全員が同じポーズをと

り､ 熱心に取り組む姿に

はとても感心しました｡

そして会長さんいわく

｢皆さんとても真剣に取

り組んでおられ､ このく

らいロータリー活動も熱心だといいですね｣ には

思わず笑ってしまいました｡ 会報当番 伊藤宗正

例 会 案 内

３月８日 会 員 卓 話 村 田 弘 志 さ ん

３月15日 ゲスト卓話 青木 のぞみ さ ん


