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高山西ロータリークラブ 

例会報告  
第２６３０地区 岐阜県 濃飛分区  創立１９６６年１月１５日 
 

●例会日 毎週金曜日 １２：３０～１３：３０ ●会 長 鍋島 勝雄 

●例会場 高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988 ●幹 事 中村 良平 

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長  粟原 藤義 

                               

 

     地 域 を 育 み 大 陸 を つ な ぐ  

「真冬のサーファー」   蜘手 康介 

＜会長の時間＞ 

高山西 RC 創立４５周年記念式典

及懇親会、会員の皆様およびご夫人方

には１２月にも拘らず多くの参加を

ありがとうございました。 
小森委員長をはじめ委員の方々の

企画にて大成功の内に終了させていただくと同時に友情の輪を築

き５０年・１００年と続くことを確信させていただきました。 
１２月は一年の締めくくりの月で師走と言います、お坊さんも挨

拶回りなどで走り回らないほど忙しくなる時期と言われ、総仕上げ

の月で後始末の月です、お互い悔を残さず正月を迎えようとガンバ

ッテいます。 
私が働き出した頃(４０年位前)はまだ盆暮れ勘定にての支払いが

多く有り、盆が近づくと集金に行き御中元の品を届け・年末が近づ

くと御歳暮を届けましたが、最近は風習が違ってきたのか随分早く

届けるようになり早い会社は１１月中旬に御歳暮が届くことがあ

り違和感を感ずる今日この頃です、感謝の気持を大切にしたいもの

です。 
 本日、田近さんに講話をお願いしましたら、体に良いのは笑っ

て過ごせることが大事だから全員に落語のビデオ鑑賞をと言われ

賛成しましたが、時間の都合上ダメと言われ別の講話になりまし

たが、落語に出てくる年末長屋話は人情身が出てくる題材が多く

あります、大家が店子を我が子の様に大切にする、それに報いる

店子の心情、お互いに心の通じ合せる年末にして良い正月を迎え

ましょう。 
 

＜幹事報告＞  

◎高山市スポーツ少年団より 
 ・平成２２年度高山市スポーツ少年団 
大会について(お礼) 
◎叙勲褒章受章祝賀会発起人高山市長  

國島 芳明より 
・平成２２年度叙勲褒章受章祝賀会のご案内 

日 時  平成２３年 ２月 ２日(水)   １６：００～ 
    場 所  高山グリーンホテル  天山の間 

会  費  １０，０００円 

◎飛騨高山国際協会事務局より 
・中国・麗江ウィーク 各行事のご案内 

   写真展｢雲南徒歩｣   12月13日(月)～24日(金)      
市役所1階ロビー 

中華料理教室          12月18日(土) 10：30～13 ：00 
 市民文化会館4-8 

麗江講演会       12月21日(火) 19：00～20 ：30 
  市役所地下市民ホール 

中日交流クリスマス会 12月23日(祝) 13：30～15 ：30 
 市役所地下市民ホール 

   ＊全て問い合わせは TEL 35－3130 市役所秘書国際課内 
              飛騨高山国際協会事務局へ 

     
＜例会変更＞ 
高    山  … 平成23年 1月 6日 (木) は、新年例会のため 

9日(日)17：30～ 洲さき に変更 
可  茂 … 平成23年 1月 5日 (水) は、定款 により 休会 

1月12日 (水) は、新年例会のため 
13日(木) ｼﾃｨﾎﾃﾙ美濃加茂 に変更 

可  児 …       1月 6日 (木) は、定款により 休会 
   2月17日 (木) は、定款により 休会 

桑 名 北 …  平成23年 1月 6日 (木) は、定款 により 休会 
                               1月27日 (木) は、新春家族例会のため 

レストランROCCA に変更 
＜受贈誌＞ 
不破ＲＣ(創立40周年記念誌)、高山ＲＣ(会報)、可茂ＲＣ(会報)、 
(財)米山記念奨学会「ハイライトよねやま１３０」、可児ＲＣ(会報) 

 
 

＜出席報告＞ 
区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々 回 39名 2名 41名 44名 93.18% 

本日 32名 － 32名 44名 72.73% 

 



例 会 報 告  

地域を育み大陸をつなぐ 

＜本日のプログラム＞  ヘルス委員会 

社会奉仕・ヘルス副委員長     

田近 毅 

本日はヘルス委員会担当例会な 

ので、健康に関するお話をします。  

西クラブにもヘビースモーカー

が多くおられますが、タバコの影響

で起こるＣＯＰＤ(慢性閉塞肺疾

患)とニコチン依存症、その治療(禁

煙外来)について、ＤＶＤを使って説明させていただきます。 

「～息切れつらくないですか？～ 大切な呼吸いつまでも」 

監修 北海道大学病院 別役智子先生 

「禁煙をはじめるあなたへ」 

監修  北里研究所病院 鈴木幸男先生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



例 会 報 告  

地域を育み大陸をつなぐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 

●鍋島 勝雄さん 

45周年記念式典、小森委員長のもと大成功にて終了させてい

ただきありがとうございました。本日、中村幹事欠席にて、

井辺副幹事よろしくお願いいたします。また田近さん、頭の

痛い話を我慢して拝聴させていただきます。 

●井辺 一章さん 

初めての幹事報告です。大変多くの報告があります。頑張り

ます、よろしくお願いいたします。 

●小森 丈一さん 

高山西ＲＣ創立 45 周年記念式典ならびに祝賀会が成功裡に

終える事が出来、ご協力頂きました皆様方に厚くお礼申しあ

げます。名古屋音大の佐藤教授に素晴らしい演奏で一同感動

した旨報告したら｢皆さんがとても暖かく聞いて下さり喜ん

でいました｣との返事がありました。また 2月 4日の学友会に

よるチャリティーコンサートにお出かけいただければ光栄と

の事です。 

●斎藤 章さん 

45周年記念式典では表彰を受け、祝賀会では景品をたくさん 

頂きましてありがとうございました。小森委員長、親睦委員 

会の皆様ご苦労様でした。 

●阪下 六代さん 

・創立 45周年記念式典・祝賀会が立派に挙行された事につき、 

小森実行委員長はじめ関係者のご尽力に敬意と謝意を表し 

ます。 

・祝賀会で私と妻のニコニコメッセージが披露されましたの 

で小切手の決済のつもりで…。 

●米澤 久二さん 

45周年実行委員会の皆様、親睦委員会の皆様、楽しい時間を

ありがとうございました。当日午後 2 時よりアソシアのお風

呂に入り身を清めて参加したせいか、ケーキまで頂きました。

帰りはお花や 2 人分の参加賞やらケーキで手に持ちきれませ

んでした。大変ありがとうございました。 

●野戸 守さん､鴻野 幸泰さん､葛谷 一嘉さん､平 義孝さん､ 

新田 敬義さん､田中 武さん､河渡 正暁さん､遠藤 隆浩さん､ 

小田 博司さん､ 

西ＲＣ45周年が無事盛大に終了しました。皆さんのご協力に

感謝します。 

●田中 正躬さん 

45周年楽しみにしていましたが出席かないませんでした。参 

加された方々ご苦労様でした。 

●蜘手 康介さん 

先週の 45周年では、皆様お疲れ様でございました。少しカゼ

気味でピントが合っているか心配でしたが、かろうじて撮れ

ていたようで一安心しております。本日、非常に興味がある

禁煙についての田近先生の講話ですが、残念ながら早退させ

て頂きます。 

●田近 毅さん 

創立 45周年の記念式典において、感謝状と記念の品を頂きあ

りがとうございました。本日の例会は社会奉仕担当の例会で

す。演者が見つからず私が急遽やる事になりました。プログ

ラムは早くから立てましょう。よって内容が乏しいプログラ

ムなのでお許し下さい。 

●小林 勝一さん 

ニコチン依存症、禁煙について。なかなかやめられないタバ

コ、田近さん楽しみにしております。よろしくお願いします。 

●中林 和夫さん 

12月 8日、妻の誕生日に花束ありがとうございました。65歳

となり年金がもらえると喜んでいました。 

●伊藤 松寿さん 

大事なネームプレートを家へ持って帰ったまま今日忘れてき

ました。誠にスミマセン。来週は必ず持ってきます。 
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