
令和5年2月7日　No.1364号 会長●川崎 雅代　幹事●木下 恵

令和5年1月31日第1363回【例会】

TOKYO AOYAMA ROTARY CLUB

会長挨拶●川崎会長

皆様！こんばんは。今夜は素晴らしい夜景の中の夜間例
会ですね。コロナも徐々に落ち着き、こうして皆様とリアル
で集えるということに、心より感謝致しております。
先日は米山奨学生ズハさんと共に、米山学友会の新年会
に参加させて頂きました。ズハさんは、しっかりとご自身
の研究を進められ、ご自身の希望する人生に向かって、一
歩一歩着実に歩まれています。私たち青山ロータリークラブの息子をこれ
からも応援し、支えて参りましょう！ また先日はIMにて八木会員がクラブを
代表して青山の奉仕活動を発表してくださいました。ありがとうございまし
た。早いもので今日は1月31日。2023年も1カ月が過ぎました。私川崎年度
も7カ月が過ぎ、いよいよ竹原エレクトにバトンを渡していく期間となり、心
なしか、責任の重さが軽くなりだしたような気も致します♪ とは言え、3月に
は我が青山の姉妹クラブである香港西北RCの皆様が観桜会にいらしてく
ださいます。3月27日は屋形船のウェルカムパーティー。そして28日は雅叙
園での観桜会を予定しております。心を込めてのおもてなしが出来ますよう、
皆さんと共にAOYAMA ISMで青山のおもてなしの心を皆さんにお伝えして
参りましょう。本日は日本で初の小児科病棟でのアニマルセラピーを治療
の一環に取り入れられた、松藤先生に卓話をお話し頂きます。柴内会員の
ご人脈でのご縁に感謝致しております。又、本日は動物の為の公益財団を
お作りになられている富永様にもお話をして頂きます。我が青山の活動の
柱の一つであるアニマルセラピーを通して、こうして素晴らしい方 と々のご
縁を頂けること。本当に嬉しいことですね。本日も皆様にとって有意義なひ
と時となりますよう、短いひと時ですが、どうぞお楽しみください。♪
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第1364回【例会プログラム】12:30-

幹事報告●木下幹事

・2月2日（木）●白井会員が自由が丘RCにて
　職業奉仕について卓話。
・2月7日（火）●セントグレースにて
　理事会11：00～、例会12：30～
　卓話者：クシュナーUK様
　テーマ「アーユルヴェーダと健康について」
・ 2月14日（火）●家庭集会18：00～ 六本木「割烹・小田島」を貸切って開催
・2月20（月）、21日（火）●国際ロータリー第2750地区大会クラブ会長・幹事
　会（川崎会長、木下出席）
・ 2月28日（火）●セントグレースにて 例会12：30～　
　ご来賓・細川護煕元首相　ウクライナへの寄付金授与
・ 3月7日（火）●港区麻布子ども中高生プラザにて港区子ども支援活動
・ 3月14日（火）●セントグレースにて理事会理事会11：00～、例会12：30～
　卓話者・香村会員
　テーマ「男女同権と今後の青山ロータリークラブの活動について」
・ 3月27日（月）●香港RC観桜会出席のため来日　前夜祭
　翌28日（火）●観桜会

SAA　萩会員

2022-23 東京青山ロータリークラブ【週報】
【クラブテーマ】 子どもたちの未来をみんなで広げよう

東京都渋谷区東3-17-11-702

TEL ：070-1359-5353　FAX ： 03-3713-3605

E-mail:tokyo@aoyama-rc.jp

HP：https://aoyama-rc.jp

事務局

青山セントグレース大聖堂

東京都港区北青山3-9-14　TEL:03-5766-8838

例会日:月2回（火）昼例会12時30分/夜例会18時30分

例会場
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川崎雅代会長●本日は松藤先生と冨永さまの動物のいやしについてお

話し頂けると楽しみにしておりました。 どうぞよろしくお願い致します。

木下恵幹事●本日は松藤先生のお話、楽しみにして参りました。

よろしくお願いします。

伊谷江美子会員●本日は松藤先生のお話楽しみにしてまいりました。

日野原重明先生のご家族、日野原万紀さんもご紹介したいです。

仲良くして下さい♡

石川肇久会員●今日は久し振りの夜間例会です。 素晴らしい景色を楽し

みましょう。松藤先生の卓話楽しみにしていました。
 

池田昭宏会員●本日は、アークヒルズでの夜間例会。 きれいな夜景みな

がら、 松藤先生の卓話、とても楽しみです。 宜しくお願い致します。

萩伸雄会員●素晴らしい夜景をながめながら夜間例会をできることを

嬉しく思います。 ゲストの皆様本日はようこそお越し下さいました。

松藤先生卓話楽しみに参りました。

柴内晶子会員●1月もすでに末日。 大変寒い日ですが、皆様との例会う

れしいです。 本日は松藤先生の卓話とても楽しみです。

松島綾子会員●私、松島はパートナーと一緒にカオルン極め塾に入ることにし

ました!!　青山のため、自分のために、より一層、磨きをかけます～♪ｴﾍﾍッ

白井典子会員●素晴らしい夜景の中での例会ですね。すべての皆様に

感謝の気持ちでお伝え致します。 “あ り が と う♡♡”

大塚文明会員●本日も例会で、皆様のお顔を拝見させて頂きありがとう

ございます。

長澤宏美会員●本日はお寒い中、みなさまにお目にかかれて心が温まり

ます。 卓話を楽しみに参りました。なにとぞよろしくお願い申し上げます。

ニコニコBOX 松島会員　報告合計：24,000円 累計：573,000円出席：14名

ウクライナ支援金 松島会員　報告

川崎雅代会長●世界の平和のために祈ります♡　木下恵幹事●1/20～26　マルタ共和国へ行って参りました。ウクライナに6台の自家発電機

を寄付することが出来ました。 2/28　細川元首相に少しでも多くお渡ししましょう!!　伊谷江美子会員●2月28日には細川さんがお越しにな

りますのでもう少し多くの寄付をして頂ければお渡し出来ると思います。　柴内晶子会員●寒い冬、皆さんと普通に例会を開ける幸せをかみし

め…争いの終結を祈ります。　　大塚文明会員●必要な方に届きますように。

合計：17,000円 累計：191,000円

2月8日
2月10日
2月13日
2月14日
2月14日
3月6日
3月9日
3月15日

　2月14日
※2月20日～21日
　2月28日
　3月7日
　3月14日
　3月27日
※3月28日
※全会員出席をなるべくお願いしたい例会となります。　

例会プログラム予定　（SG:セントグレイス  AH:アークヒルズ） 地区役員・各種行事スケジュール

●家庭集会18:00～（割烹 小田島 六本木7-18-24）
        　 ●地区大会（プリンスホテル新高輪パミール）
●例会（SG）12時30分～
●奉仕活動（港区子供支援センター）
●理事会（セントグレース）11時～12時　例会12時30分～
●観桜会前夜祭（香港RC歓迎会）
●観桜会（未定）12時30分～

●ロータリー財団補助金管理セミナー（JPタワー）
●DEIセミナー オンライン無料
●地区チーム研修セミナー（学士会館）
●2023-24年度地区米山キックオフパーティー
●2023-24年度グループ会議（2回目）
●会長エレクト研修セミナー（PETS）
●第三期新会員オリエンテーション（芝公園フロントタワー）
●世田谷RC60周年記念式典（キャピトル東急ホテル）

令和5年2月7日　No.1364号

卓話●三井物産（株）健康管理室 診察所長 松藤 凡氏

1981年、鹿児島大学を卒業後、聖路加国際

病院に研修医として入りました。当時日野

原先生が内科部長で、慶応病院の小児外科

に移り、その後聖路加に戻って、小児外科を

立ち上げました。私は外科医ですから手術

をするのが仕事です。ですが、小児癌の子

を手術しても、中々治すことができません。

欧米の病院では既に行われていたアニマル

セラピーを日本の病院で実施しよう！

ただ、マンションでも犬を飼う事が出来ない

日本で何ができるか、看護師さん達と考えました。感染症の問題や犬が

走り回る事による医療機器の心配、アレルギー等多くの問題がありまし

た。また、感染科や医療安全課の反対もありました。しかし、柴内先生の

「CAPP活動」のご指導のお陰で、小さい犬で躾の出来ているボランテ

ィアのワンちゃんなら大丈夫。直前にお風呂に入れ感染対策をし、アレ

ルギーの子にはゴーグルやガウンの支度をするという形を取ることで

可能になります。日野原先生の許可もいただき、こうして日本で初めて

病院でのアニマルセラピーが始まりました。

アニマルセラピーの歴史は深く、治療の効果は明白です。入院中の子供

の心を開かせたり、自閉症の方や脊椎の病気の方や認知症の方など、

オキシトシンという幸せホルモンが人間にも動物にも出ていまして治

療目的のエビデンスも確立しました。柴内先生には子供達と犬の接し方

なども教えて頂きました。今では、聖路加に始まり関東の主だった小児

病棟で行われる様になりました。

ゲストスピーチ●knots 代表理事　富永佳代子氏

私どもは、阪神淡路大震災をきっかけに「人と動

物共生」と「SDGsの推進」を通じて、人も動物も

幸せな社会を願い、啓発と教育、研究の事業を行

っている公益社団法人です。内閣府の認定になっ

ており、全国で事業させて頂いております。柴内

先生のご紹介でございますが、設立当初から皆様

がご支援頂いていますCAPP活動の柴内裕子先

生にご指導頂いております。皆さんのご支援を感じながらも私の主人

も祖父もロータリアンですので、ロータリーの一員として貢献していた

のだと今になって思います。これからもどうぞ宜しくお願い致します。

ワンダフルアカデミー●柴内会員

前聖路加国際病院副院長の松藤先生は，日本

初の小児科病棟でのCAPP活動アニマルセラ

ピーの実現に尽力してくださった小児外科の

エキスパートです．

小児がんのお子さ

んをはじめ様々な

疾患のお子さんが

入院しているこの病棟では，検査や治療に耐

えていく上で動物達の訪問はお子さん達の大きな心の支えになり，動物

とあった後は様々な事に耐えやすくなるのだそうです．2週間に1回の動

物の訪問日を心待ちにしていてくださいました．新型コロナ禍が明けて

またお子さんたちにお会いできるのを楽しみにお待ちしています．


