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                                         お祝い・会員スピーチ  

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 山下   明  

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

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長  堀川 和士  

                               

 

   ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を 

  向井 公規 

＜会長の時間＞ 
ちまきと笹について 

5月5日は端午の節句。この節句

の日には、ちまきや柏餅を食べる

風習があります。私の高校生の頃

は、飛騨ではもっぱら柏餅であり

まして、ちまきは作ってなかったと思われます。しかし現在は、

かなり前から飛騨でもちまき、柏餅の両方を作っています。 

柏餅は関東系、ちまきは関西系 

・柏餅は関東系で、江戸時代後半に江戸で作られた、日本オリジ

ナルなお菓子です。ちまきは関西系で、平安時代に中国から京都

に伝わったとされています。高山は天領だったということで、柏

餅を食べる風習が広まったと御菓子屋さんは言ってみえました。

ちなみに分布を調べてみますと新潟の南北を境にして、長野、愛

知、三重から関東、太平洋側の東北地域が柏餅で、ちまきは北陸

三県、岐阜（美濃・恵那）、滋賀、京都、奈良、大阪の関西から

九州地域。しかし実際は人の移動があり、両方が混在してしまっ

ているのが実情のようです。 

飛騨にチマキザサは生えていない 

・柏餅の地域には、チマキザサが山地に生えていなかったのでち

まきが作れなかったというのが本当の理由のようです。チマキザ

サは標高300m位の低い山地に分布しているので飛騨にはみられ

ません。飛騨地域のササは圧倒的にクマイザサです。枝の先に9

枚葉が付いていることからクマイザサと名前が付けられたので

すが、実際は3～9枚と葉の数はバラバラです。転じて熊ザサと

も呼ばれていますが間違いであります。クマイザサはシナノザサ

とも呼ばれていて信州から飛騨の山々に分布。この笹は飛騨の料

理の盛り付けの飾りとか笹寿司などに利用されていますが、チマ

キザサと違って葉の裏に軟毛があって、葉が少し厚くちまきには

不向きということが分かります。 

ササ属は日本海側と太平洋側の2つに棲み分けて分布 

・フォサマグナを境とせずに、日本海側と太平洋側に棲み分けて

います。中国、朝鮮半島から日本に入り日本海に沿って南北に移

動したササが、チシマザサ、クマイザサ、チマキザサであり、フ

ィリピン海プレートに乗って日本にやってきて太平洋に沿って

南北に移動したササ属とが棲み分けています。 

・チマキザサは太平洋側に分布されてないので、東海道、関東、

太平洋側の東北地域に、昔はちまきの風習がなかった理由の一つ

でもあります。 

飛騨のタケノコ（姫タケノコ、笹タケノコ）について 

・飛騨地域のササは、標高が高くなるとクマイザサが消えてチシ

マザサ（稈の基部から弓状に曲がっていることからネマガリダケ

の別名）が出現します。高さ2mもありますが笹なのです。飛騨

地域で「タケノコ採り」とはこのチシマザサのことで、5月下旬

から 6 月にかけて清見の奥とか富山県境の山地に採りに行かれ

るようです。 

＜幹事報告＞ 
◎公益財団法人ロータリー 

米山記念奨学会 理事長より  

・米山功労クラブ感謝状   

第１５回米山功労クラブ表彰 

◎四日市工業ロータリークラブより 

・第３７回インターアクト年次大会 開催のご案内 

会場  菰野町町民センター 

日時   8月 9日(土)10：30～受付 10日(日)12：00解散 

◎高山市社会福祉協議会より 

・平成26年度高山市社会福祉協議会第1回評議員会の開催について（ご案内） 

日時  5月27日(火) 14：00～ 

会場  高山市総合福祉センター ３階作業室 

議題  ・平成25年度高山市社会福祉協議会事業報告の認定について 

・平成25年度一般会計および特別会計資金収支決算の 

認定について 

＜受贈誌＞ 

一般財団法人比国育英会バギオ基金（バギオだより第42号）、  

一般社団法人高山市文化協会（広報高山の文化、高山メセナメイト会報） 

 

 

＜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 10名 49名 50名 98.00％

本日 50名 － 38名 51名 76.47％

 

 

＜本日のプログラム＞   お祝い 
◎会員誕生日 

山本 善一郎  ５．１５      塚本 直人    ５． ７  

     

◎夫人誕生日（当日、ご自宅へ花束をお届け） 

     野戸  守   美津子 さん     ５．１１ 

寺田 昌平   君 代 さん     ５．２４  

     塚本 直人   智 子 さん     ５．１３ 

     山下 直哉   理 恵 さん     ５．２６ 
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◎結婚記念日 

     折茂 謙一  Ｓ３８．５． ６ 

     新田 敬義  Ｓ４４．５． ４ 

     井辺 一章  Ｓ５２．５．１２ 

     斎藤  章  Ｓ５６．５．２５ 

     堺  和信  Ｓ６１．５．１８ 

     新井 典仁  Ｈ１４．５．２５ 

◎出席表彰 

 

伊藤 松寿（当日欠席）   

２９年 

 

米澤 久二   

１４年 

 

 

◎在籍周年記念表彰 

     なし 

◎３ヶ月表彰 

・伊藤 松寿  ・井辺 一章  ・小森 丈一 ・田中  武 

・田中 正躬   ・米澤 久二  

 
 
新会員挨拶 
 

 (有)飛騨映像サービス代表取締役  住田 泰典さん 

 
 
会員スピーチ 
      大村 貴之 

私も入会し 早２年２ヵ月

がたちました。まだまだロー

タリアンとして何もできない

状況ですが、今自分の出来る

ことをまた与えられた役割は

しっかり行おうと思います。 
 入会前を思い返すと、ロータリークラブに入会されている方

は、社会的地位があり仕事にもプライベートにも余裕がある方

だと思っておりましたので、お誘いを頂いたときは『自分には

まだまだ入会できる立場にない』と最初は思っておりましたが、

何度もお誘いいただき内に『自分自身の成長・勉強の場として

入会させていただく』と決め、入会をさせていただきました。

今でも『勉強の場』と考えていますので、多くのこと勉強する

ためにまず例会を休まず行事も積極的に参加しようと思い続け

ています。何とかメーキャップも利用しながらここまで皆勤を

続けるが出来ました。今後とも 先輩方からいろいろなことを

学び・少しでも成長していきたいと思いますので ご指導よろ

しくお願いします。 

 ≪当社のＣＳＲ活動≫ 

 ・ペットボトルを集めて 500ml 30本（1kg）で2円を 

『緑の募金』へ寄付 

・ペットボトルキャップを集めて ４００個（2kg）でポリオ 

ワクチン一人分（２０円）を『世界の子供にワクチンを』 

へ寄付 

 ・てんぷら油を無料回収しリサイクルへ 

一部の地元スーパー様にて 店頭回収を行っております。ぜひ

ご協力お願いします 

 

 

     田中 晶洋 

高山西ロータリーに入

れていただき、早いもので

１年少し経ちました。これ

までは経営の大先輩方と

一緒に食事をする機会な

どなかったので、とても有

意義に参加させていただいています。また、毎週例会に出席を

するというように、一つのことをコツコツ積み重ねることの大

切さをかみしめています。 

私の本業は人材派遣業ですが、今年の３月に訪問看護ステー

ションを立ち上げましたので、この場をお借りして事業の紹介

をさせていただきたいと思います。 

まず、なぜ訪問看護なのかという点についてお話しいたしま

す。小学校５年生の時に腎炎を患って、半年間の高山日赤にて

入院生活をしたのですが、その時に看護師をしていた伯母がブ

ラックジャックという手塚治虫の漫画を差し入れてくれて、医

療業界に興味を持ったのですが、残念ながら頭脳も財力もなく

医者にはなれませんでした。でも何らかの形で医療に関わりた

いという気持ちは持ち続けておりました。 

そして１年前に、あるコンサルタント会社から民間事業者で

も訪問看護事業に参入できるからやってみないかと誘いを受け

まして、知人の看護師を連れて事業説明会を聞きに行きました。

これからは在宅医療の時代だと思い、同行した看護師も是非や

ってみたいとの意見でしたので、その場で即決いたしました。 

この知人の看護師が人柄的にもすごく魅力的で、いつもニコ

ニコして自分や家族を診てもらうならこんな看護師さんがいい

なという人でしたので、この人を所長に迎えてスタッフを探し

ました。看護師という職業柄なのか、彼女たちは冒険をしない、

確実に仕事をこなす、指示待ち体質が強いという特徴があり、

企業人の私からは物足りない面あるのですが、そんな彼女たち

を改造するという楽しみも出てきました。 

現在病院に入院しても、すぐに退院させられ在宅で療養する

人が増えてきていますので、訪問看護は在宅医療の最前線です。

状況判断を一人でしなければならない場面も多く、看護師が成

長するには厳しいが絶好の環境です。そんな環境において一人

ひとりの成長を見たいと思っています。 

そんな訪問看護はどんな人が対象かといいますと、お医者さ

んの指示を受けて、お家で療養をされる方で医療的なケアが必

要な方（点滴、辱創の処置、麻痺のリハビリ等）や介護保険対
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象者で自宅で医療的ケアが必要な方です。私の母も訪問看護を

受けていますが、リハビリスタッフに自宅での生活の様子をみ

てもらって、ベッドの高さであるとか部屋周りの状況などアド

バイスをもらっています。通所サービスで見落としていた自宅

での生活や実生活に則したリハビリの部分を見直すことが出来

ました。 

高山には他にも訪問看護ステーションがありますが、それら

との差別化については、名前通りの「すまいる（笑顔）」を前面

に、スタッフのやる気や会社法人ならではの最高のサービスの

提供。スタッフのマイスター化（口腔ケア、嚥下、呼吸リハビ

リ、辱創ケア等）によってサービスに専門性を持たせたいと思

っています。 

スタッフの平均年齢３８歳ですので、ピチピチとはいきませ

んが仕事に脂が乗ってきた看護師やリハビリスタッフが訪問し

ますので、周囲に訪問看護が必要な方がいらっしゃったらご紹

介いただければ幸いです。 

 

                             

塚本 直人 

本日は山下会長よりご指名

いただきましたので、少しお

話をさせていただきます。以

前の会長経験者による重みの

あるスピーチとは違って、ゆ

るめの話になるかと思います

が、精一杯お話しますのでよろしくお願いします。僕の前の大

村君、田中君のように上手にお話できませんし、２番目の順番

のつもりが最後になってしまったので、緊張しています。 

 この高山西ロータリークラブに入会して２年２か月がたちま

した。あっという間のような気もしますが、長かったような気

もします。お陰様で同期が３人いましたので、お互いに声を掛

け合いながら、本日まで至っています。例会に出席することが

義務の一つですが、だんだん例会に出席することが楽しみにな

ってきました。最初のころはとても緊張していたことを覚えて

います。 

 この高山西ロータリークラブの先輩方は皆さん教養があり、

興味深い話をされる方ばかりでいつも感心します。６０歳を過

ぎても現役で仕事をされているので余計に若々しく、とても素

敵です。家内も家族例会や、行事等でご一緒させて頂くたびに

感動して、勉強しています。将来はそういう大人になれるよう

に努力していきます。 

 前の二人が仕事の話をされたので、自分も会社のことを少し

話したいと思います。昨年１１月１日に新社屋をオープン致し

ましたが、その２階に多目的室を創りました。その名前を WA

と名付けてチラシを作りましたので皆様にご案内します。いろ

いろな方々にご利用いただいております。公民館のようなスペ

ースなので場所の確保ができなかった時には、是非ご利用いた

だけたら幸いです。 

 とりとめのない話になりましたが、これからも一所懸命取り

組んでいきますのでご指導をお願い申し上げます。 
 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●山下 明さん 

・住田泰典さんの入会を歓迎いたします。他業種の方々と関わ 

りながら色々学んで下さい。 

・本日は若手3名の会員スピーチです。大村さん、田中晶洋さ 

ん、塚本さん、よろしくお願いします。 

●寺田 昌平さん 

・新会員 住田さん、今後よろしくお願いします。 

・本日のプログラムは会員スピーチです。大村さん、田中晶洋 

 さん、塚本さん、よろしくお願いします。 

・4月26日（土）クラブ協議会において関係役員委員会引継あ 

りがとうございました。  

●会長エレクト 田中 武さん、 副幹事  門前 庄次郎さん 

先日のクラブ協議会はご苦労様でした。懇親会も大いに盛り上

がり良い引継になった様に思います。なお、当日欠席で引継が

出来なかった委員会は、個々に対応して頂きますようお願いし

ます。また、私たちも呼んでいただければ同席させて頂きます。 

●阪下 六代さん､田中 武さん､堀川 和士さん､大村 貴之さん､ 

塚本 直人さん 

住田泰典さん、高山西ロータリークラブへようこそ入会されま 

した。あなたのそのバイタリティあふれる行動力で西クラブへ 

貢献下さる事を期待しています。良いお付き合いをよろしくお 

願い致します。 

●井辺 一章さん 

住田さんの入会を歓迎いたします。頑張って下さい!!  

●岡田 贊三さん 

先日ＮＨＫＢＳ｢イッピン｣という番組で飛騨木工連と当社を紹

介して頂きました。 

●鍋島 勝雄さん 

無事復帰できましたので。 

●内田 幸洋さん 

鍋島さん、無事退院おめでとうございます。また色々教えて下

さい。 
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