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担

2019 年 9 月 26 日（木）

当 会長・幹事

川合
／

貴士様
担当 ロータリー情報委員会

皆様におかれましては、風邪などひかぬように十分
ご注意してお過ごしください。
さて、先日の 9 月 6 日ですが、深瀬ガバナー補佐
が、私の所にお越しになりました。その趣旨は、本

＊ロータリーソング「我等の生業」斉唱

年度地区大会を主管する、津ロータリークラブより

＊会長あいさつ

地区大会の登録者の増員を頼む、との事でした。再

吉田 和也会長

本日は、先日の日曜日に各務原中

度、ご都合のつくお方は、ご出席の検討をお願い致

央ロータリークラブホストの下、各

したいと思います。又、9 月 13 日には、市長が先日

務原産業文化センターにて行われ

のラグビーの協賛のお礼という事で、わざわざお越

ました IM の報告です。後ほど 3 名

しになりました。2000 万の協賛の目標に対して 2800

の発表者の方は宜しくお願い申し上げます。私が会

万協賛金が集まったようです。余ったお金は、ふる

長挨拶で IM について色々お話をすると、後ほど発表

さと納税の返礼品にラグビーに関する品物を入れて

者のご都合が、悪くなるといけませんので、この件

対応する様な事を、お話しておられましたが、折角、

につきましては、あまり触れないようにしておきま

市長とお会いできたので、是非共質問したい事があ

す。

りましたので、ラグビーの事は早々にさせて頂き質

9 月になりましても、まだまだ日中は残暑の厳しい

問させて頂きました。その質問の内容は、今度、当

日がございますが、それでも朝晩は涼しさを感じる

クラブが、ホストを務める東海北陸道グループクラ

ようになり、私は少々喉の痛みを感じておりますが、

ブ対抗親睦ゴルフ会に於いて、昨年の関市豪雨災害

のチャリティーを行うにあたり、今後、関市が、被

11：00～12：20 8 階の展望レストランにて昼食 、8

災地の復興のために、どのような事業を計画してみ

階からの眺めは最高で、食事も美味しく雑談も弾み

えるのかお聞きしました。まず、ハード的な面です

楽しい時間を過ごしました。

が、道路の復旧はかなり進んでいるようですが、市

12：25～12：50 各務原太鼓保存会の演奏。素晴ら

道の橋が 5 本ほどあるようですが、これらの修繕は

しい演奏で全国大会上位入賞を目標に日々練習を重

いまだ手付かずのようで順次手掛けていかなければ

ねておられるそうです。

ならないそうです。又、富野小学校に浸水防止壁の

13：00 点鐘、国歌斉唱、ロータリーソング斉唱を

設置もお考えとの事でした。まだその他諸々とやら

しましたが、自分はまだ歌詞が頭に入っておらず口

なければいけない事があるようですが、そのような

パクでこなしました。続いて石黒敦ホストクラブ会

ハード的な事業に大体 5000 万ほど掛かるとおっしゃ

長が歓迎の挨拶、深瀬清ガバナー補佐が来賓等のご

って見えました。又、ソフト的な面では、岐阜大学

紹介、辻雅敏第 2630 地区ガバナー挨拶に続いて、浅

と共同で防災意識の向上を目的としたワークショッ

野健司各務原市長の挨拶がありました。中でも印象

プというものを開催してみえるようです。これには

に残っているのは市長のお話の中で、各務原という

1200 万ほどの費用がかかるそうです。又、防災無線

漢字には色々な読み方がありますが、オフィシャル

を聞き逃さないために、放送を聞き取りにくい地域

では、カカミガハラと読むそうです。

に各家庭に個別無線機の設置をする費用を半額負担

13：45～14：00 休憩を挟み

する等、費用負担の内容は様々なケースがあるよう

14：00 IM 実行委員長の澤野悟様から、本日のテー

ですが、この無線機設置の事業も進めていかなけれ

マとＩＭの趣旨について説明があり講師の御紹介が

ばならないとおっしゃってみえました。まだまだ、

有りました。

やっていかなければならない事業はたくさんありま

14：10 基調講演、
『人生 100 年時代を迎えて』もう

すので、お金はいくら頂いても構いませんので、宜

ひとつのロータリアン達、地域コミュニティーで深

しくお願いします、何ならご説明に伺います。とま

化するをテーマに、特定医療法人、社会福祉法人フ

でお話頂きました。ですので、今回のチャリティー

ェニックス 医師・薬剤師の長縄伸幸様が講演され

には多数の方々のたくさんのご協力をお願い申し上

ました。この中でヤングオールドがオールドオール

げます。又、その様な活動を、マスコミ等に取り上

ドを支えるというお話に興味を持ちました。自分も

げてもらい、ロータリーの知名度の向上に繋げ、ひ

健康で動けるヤングオールドを目指し、健康管理を

いては会員増強に繋がれば良いと、まったく欲の深

心がけていこうと思いました。

い事を、考えておりますので、皆様宜しくお願い致

15：10 パストガバナー木村静之様によるカウンセ

します。

ラー所感に続いて、深瀬清ガバナー補佐による次期

＊東海北陸道グループＩＭ報告

開催クラブ発表があり、郡上長良川ロータリークラ

北原

ブ会長の和田良一様の適度なジョークを交えた御挨

慎会員

9 月 15 日(日)に行われた 2019～

拶に会場が和みました。

20 年度東海北陸道グループ IM の

15：20 深瀬清ガバナー補佐による閉会の挨拶、点

報告をさせて頂きます。会場は各務

鐘でほぼ定刻に終了しました。

原市産業文化センターあすかホー

今回、初めての IM に参加し、良い経験をさせて頂

ルで、ホストクラブは各務原中央ロータリークラブ

きました。今後も時間の許す限り参加させて頂こう

です。

と考えています、そして当日 9 月 15 日は、私の妻の

11：00 受付開始、周辺駐車場は天候も良かったた

誕生日で自宅にプレゼントが届き、大変喜んでおり

め公園に遊びに来る方なども多く非常に混雑してい

ました。妻へのお心遣い有難うございました。この

ました。

場をお借りして御礼申し上げます。

森

敬会員

免許証の返納後ですが、電動カートを勧めていこう

今回、ＩＭに初めて参加しました

かと思っております。最高時速 6km で歩行者扱いに

が、そもそもＩＭって何？ってとこ

なりますので安心かと思います。それからもう一つ

ろから始まり、石原妙生さんに聞い

の事業で、新聞販売になりますが、既に関市と提携

たら「インターシティーミーティン

しています高齢者など、特に独居老人が対象になる

グの略だ」と教えてもらえました。何でそんな横文

見守りネットワークです。2 年程前に 1 人暮らしの方

字でしかも略するのか？と思ったのですが、よく考

で新聞が 1 週間くらい溜まってしまい、警察に連絡

えたら、私の予定表は、いつもロータリーの例会日

したことがありますが、幸いにも外出中で、新聞を

は「ＲＣ関観光ホテル 18 時半」になっていました。

止める連絡を忘れただけで良かったなんてこともあ

例会前に各務原太鼓保存会の演奏がありましたが、

りました。そして最近力を入れているのが牛乳やヨ

小学生くらいから中学、高校生くらいの男女のメン

ーグルトの宅配です。自分の中では健康を配達して

バーで素晴らしい演奏が聴けました。全国大会出場

いるつもりでやっています。将来的には自動車に乗

を目標に頑張っているそうで是非出場してほしいな

れない高齢者に色々お届け出来たら良いななんて思

と思いました。

います。今回の講演で自分の職業を見直すきっかけ

13 時に深瀬ガバナー補佐の点鐘で例会が始まりま
した。8 クラブの参加でしたが、関中央ロータリーク

となり、大変勉強になりました。
波多野 篤志会員

ラブはホストクラブの各務原中央ロータリークラブ

今回のＩＭは『人生 100 年時代

の次、2 番目に出席率が高く 16 名の参加でした。辻

を迎えて』もうひとつのロータリ

ガバナーの挨拶がありましたが、
「本日の点鐘は、金

アン達～地域コミュニティで深化

の鐘でキーンと鳴り、各クラブの鐘は銀の鐘なので

する～という講演をもとに進めら

ギーンと鳴ります。
」と笑いを誘い場内は和やかな雰

れました。点鐘では日本ロータリー100 周年記念の鐘

囲気となりました。各務原市長挨拶では、私も気に

ということで、全国 34 地区にガバナー会という会が

なっていたことなのですが、各務原市を「カカミハ

有り、地区に 1 個ずつ鐘を作った金色の鐘で行われ

ラ」と読む人がいますが、市としては「カカミガハ

ました。台座には、2630 地区のクラブの名前が彫っ

ラ」と読むのが本当だと言われました。私はいつも

てあるそうです。辻ガバナーは、ロータリーの変化

「カカミガハラ」と呼んでいたので、正解であるこ

についてお話されました。ロータリーは縛りが緩ん

とが分かり良かったです。休憩を挟み、特定医療法

できた、ロータリーは入りやすくなった、ロータリ

人・社会福祉士法人 フェニックスの医師・薬剤師

ーは進化しているのではないかと話されました。

でもある会長の長縄伸幸様の講演がありました。講

各務原市長のお話では、各務原市（カカミガハラ

演は大変良くて、人生 100 年時代に突入しようとし

シ）各務原高校（カカミハラコウコウ）
、各務原西高

ている今、子育て支援、そして医療や福祉、地域づ

校（カカミガハラニシコウコウ）
、JR の駅（カガミガ

くりへと本当に色々なことを考えてみえるのだなと

ハラ）駅など各務原についての呼び方についてのお

思いました。因みに 100 歳以上の 90％が女性だそう

話があり、市長の祖母が今年を迎えられ、100 歳を 1

です。ロータリーに入って 1 年程でまだまだ分から

世紀と呼ぶと言葉の重みを感じると言われました。

ないことばかりですが、自分の職業に当てはめて考

長生きの秘訣は、食事に気をつける、軽度なスポー

えますと、まずは自動車の修理販売ですが、昨今の

ツ、毎日体を動かす、クラブサークルに積極的に参

問題である高齢者の自動車事故について、事故をし

加する、お喋りを楽しむことだそうです。

ないさせない車の製造はメーカーに任せるしかない

長縄伸幸様は何を一番目指していたかというと、

ですが、それを修理販売すること、技術的に勉強を

医療の常識を超えた医療機関、病気にさせない医療

しないといけないなと思いました。そして高齢者の

機関、病気にさせない医療、患者さんの生活や住ま

い方まで一体化で見る医療を目指し、予防・リハビ

たアーサー フレデック シェルトンの話をされま

リ・検診・在宅医療に力を入れられたそうです。

した。2020～2021 年度の次期開催クラブ 郡上長良

日本卓球療法協会の顧問をされており、高齢者が

川ロータリークラブ 和田良一会長が、郡上は、山

元気に生きがいを持つことが出来、卓球療法は、
「楽

は良い・川は良い・水も良い、一番良いのは人であ

しい」
「手軽」
「運動量の調節」
「負担の軽さ」高齢者

る。 施設は古いが、人は良いので大勢の方に来てほ

とスポーツという矛盾した命題を見事に解決した奇

しいと言われましたので、次年度皆さんの参加をお

跡のスポーツだそうです。

願いします。

【長縄さんの紹介文】

＊委員会報告

多くの先進国では、
「現在 40 歳の人が 95 歳以上まで

社会奉仕・環境保全委員会

生きる確率が 50％以上、2007 年生まれの子どもたち

9 月 15 日関市発明展の表彰式があり、行ってまいり

が 107 歳まで生きる可能性が 50％」と言われる人生

ました。今回は 58 回目ということで、色々な表彰が

100 年時代に突入しようとしています。人生 100 年時

ありました。子ども達が色々なアイデアを出し考え

代には、今までの「成長・教育」
「就業・結婚・子育

ているのはすごいなと思いました。

て」
「退職・老後」の三段階から、人生半ばで今後の

会員基盤増強維持委員会 波多野篤志委員長

自分の人生を再考・再構築するために人生 5 段階時

①会員満足度アンケートを実施したいと思います。

代が訪れると予想されています。私は、開業 8 年目

目的は、クラブについて会員が満足に感じている点

の 1995 年に医師会の先輩の推薦で各務原中央ＲＣに

を強化し、不満に感じている点を改善するための行

入会させていただきました。勧誘時にロータリーの

動計画を立てることです。皆さんの率直なご意見を

ビジョン声明である、私たちロータリアンは、世界

お願いいたします。

で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能

②新会員候補者の推薦についての依頼文書を後日配

な良い変化を生むために、人びとが手を取り合って

布します。会員増強委員会で相談し、声をかける活

行動する世界をめざしています。を提示され、職業

動に繋げたいと思います。皆さまの協力を得ながら、

を通じて自分一人でもロータリアンの責務が果たせ

進めたいと思いますのでよろしくお願いします。

ることに安堵して入会しました。以後、会員の皆様

＊出席委員会

の善意に甘えながら、職業を通じて、生まれ故郷の

小川糧司委員長

会員数 34 名、本日の出席 23 名です。

地域医療・在宅医療に没頭してきた 22 年間でした。

＊ニコボックス委員会

次世代への事業継承のめどがついた 2017 年に老人保

・会長・副会長・幹事

健施設協会から大役を仰せつかり、その役に専念す

北原・森・波多野会員、ＩＭの報告 宜しくお願い

るために、やむをえず退会させて頂きました。現在、

致します。

地域社会を巻き込み、激しく変動する医療・介護分

・広瀬恒行君

野ですが、初心の地域社会に貢献する「もうひとつ

長い間休んですみません。

のロータリアン」の道を今後も歩き続けて行きたい

・伊佐地司君

と思っています。

妻の誕生日に虎屋さんのおいしいお菓子をありがと

カウンセラーの所感として、パストガバナー 木

うございました。

村静之様が、職業を通じていかに社会の役に立つか

23 名のご投函ありがとうございました。

我々ロータリーは職業人の集まりである。継続的事

＜次例会の案内＞

業発展のためには自分の儲けを優先するのではなく

第 1991 回 令和元年 10 月 3 日（木）

自分の職業を通じて社会に貢献する。そういう意図

卓話 RI2630 地区会員増強委員会委員 亀井和彦様

を持って事業を営むことが大切であると述べて、職

テーマ 「会員増強について」

業奉仕の基礎を作ってロータリーの理念の幹となっ

担 当 会員基盤増強維持委員会

