
 

 

 

 

 

 

 

例会日 ： 毎月第 2・第 4水曜日   

場 所 ：  各務原市産業文化センター２階   住 所 ： 各務原市那加桜町２－１８６ 

        ＴＥＬ 〈０５８〉３８２－４６４９      ＦＡＸ 〈０５８〉３８２－４７１９ 

会  長 ： 後藤 健介 

副会長 ： 横山 浩之 

幹  事 ： 松井 雅史 

会  報 ： 藤井 孝一／松原 竜二            

     ２０２2年 4月 13日（水） 11：00～ 

１）  春の防犯パトロール活動 

               場所 ： 各務原市民会館 第 2駐車場 

     ２０２2年 4月 21日（木） 19：00～ 

２）  職場例会 

               場所 ： 信長水産 

     会員総数 28名（出席免除３名） 

          （2021.7.1 現在） 

  前  回   3月 23日  補正後出席率       48.15% 

   前々回   3月 9日   補正後出席率       48.15% 

 

司会進行          金武 峰之 副幹事   

会長挨拶                   後藤 健介 会長 

 皆さん、こんばんわ。早いものでもう桜の季節とな

りました。私の息子も今小学校 6年生で今年中学に上

がります。24日が卒業式ですが、何故か私は出席でき

ません。中学校の学生服を加納のドン・キホーテで 3

万円で購入しましたが、先日行った時にはセールで 1，

000円で販売していて驚きました。何はともあれ今は、

子供の中学入学を楽しみにしています。 

そして私もロータリーの会長職を 6 月で卒業します。

当初は長いなぁ、と思っておりましたが、今ではもう

残すところ 3ヵ月で、本当に皆様のお陰で無事ここま

でこれた事に感謝しております。有難うございます。 

又、4月 13日（水）は春の防犯パトロール活動となっ

ております。各務原市民会館 第二駐車場で開催致し

ます。いつもと場所が違いますので、お間違えの無い

様に 10時 45分、集合でお願い致します。子供たちの

通学路を 30 分程パトロールして頂き、その後ＹＡＺ

ＡＷＡ2へお越し下さい。テイクアウトのお弁当とワ

ンドリンクのコーヒーを飲んで交流を深めて頂けた

らと思います。 

4月 21日（木）は、職場例会を信長水産で行います。

4 月 15 日がリニューアルオープンという事で生きた

イカが食べれるといった、一風変わった料理の提供を

交渉中です。会費は 6，000円です。開始は 19時で 18

時 45 分集合となっていますが、少し明るい時間にお

   ～ 卓話 （可児 昌則 君） 
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越し頂ければ三輪車のバイク（トライク）の試乗が可

能です。普通免許があれば大丈夫ですので是非この機

会に試乗して頂けたらなと思っております。 

そして 5月の例会と続きまして 6月、フィナーレ例会

と 60 周年記念事業を予定しております。本日は浅野

市長もお見えですが、周年記念と致しまして各務原市

に街灯を寄贈する予定です。非常に明るい街灯との事

で各務原市全体を明るく照らして頂けると思ってお

ります。 

この様に残り 3ヵ月、皆さんお身体には気を付けて頂

き、是非 6月のフィナーレ例会及び周年記念式典には

全員参加して頂ければと思っております。楽しい余興

もご用意しておりますので是非宜しくお願い致しま

す。 

 

3分間スピーチ         浅野 健司 市長 

 皆さん、こんば

んわ。会員として

非常に久しぶりに

例会に出席したか

な、と思っており

ます。いつも市の

発展の為にお力添

えを頂きまして誠

に有難う御座いま

す。 

この 26 日から各務原市では桜祭りを開催致します。

昨年同様露店は無しで、市民公園・学びの森を中心に

市内の飲食店・又は市内でご活躍して見える団体限定

という事で行います。26 日から 4 月 3 日迄の 9 日間

のロングランで開催致します。飲食店につきましては、

9日間続けて出店して頂いても 1ブースの料金設定を

しております。9 日間続けて出される方、土日のみ 2

日間の方、又は 2回土日がありますので土日 4回出さ

れる等、丁度桜が見頃の時期に開催となりますので、

是非皆さん足を運んで頂けたらと思います。 

 この季節柄、行政とはかけ離れたお話をさせて頂き

ます。私は極度の花粉症で、以前鼻血が止まらない事

がありました。そこで知人に紹介をして頂き、岐阜の

市民病院で問診をして参りました。造影剤まで打って

全身の血管を調べて頂きましたが、結局その時には原

因が分かりませんでした。その後、先生とお話をして

おりましたら、「浅野さん、花粉症でしょ。点鼻薬のや

りすぎだね。」と言われました。薬とは、飲み過ぎも良

くない、通常飲まなければならない薬を飲み忘れるこ

とも危険である、といったお話を頂きまして、その時

初めて点鼻薬もかゆいからと言って点鼻しすぎると

血管が細くなって、またそこから切れて出血をし鼻血

が止まらない、という原因を知ることが出来ました。

今年も年が明けてから花粉症で辛い思いをしており

ました。以前ですと飲み薬を服用しておりましたが、

昨年からシール式のアレサガテープに替えました。薬

の効き目は人によって様々ですが、このテープは私に

非常にマッチしております。今の時期スギ、そしてこ

れからヒノキの花粉の時期に変わる頃かと思います。

私の一番の敵はヒノキですが、スギにも結構敏感に反

応する体質です。目は痒くなりますが、点鼻もしてい

ない状況で鼻水も出ず、眠くもなりません。皆様方の

中にも花粉症の方がお見えになるかと思いますが、是

非アレサガテープというものがある事をご認識頂き

たいと思います。 

そしてもう一つの対策をお話ししたいと思います。ふ

とした会話の中で花粉症の話が出まして、白ワセリン

を鼻の穴の中に（入り口付近、ひどい場合は穴の中ま

で）塗ると効果的であるといったお話しを頂いたのが

ここ最近です。 

スポーツの世界で言えば、ボクシングの選手が出血を

した際にベタッと塗るのが白ワセリンです。白ワセリ

ンには保湿を含め、鼻だけで言えば、鼻の粘膜を守る

効果があるようです。是非こちらも参考にして頂けた

らと思います。 

 本日は行政とは離れた話しですが、私が約４０年間

悩まされている花粉症についての対策の話をさせて

頂きました。ご清聴有難う御座いました。 



委員会報告    管理運営 竹田 克成 委員長 

親睦ゴルフ表彰  

3月親睦ゴルフ表彰 

（3月 23日 ぎふカンツリー倶楽部にて開催） 

優  勝 ：   金武 峰之 君 

準優勝 ：   片岡 紀生  君 

3   位 ：   千葉 臨  君  

       おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコボックス報告        小島 博彦 君 

・ 後藤 健介 会長   本日卓話、可児さん宜し

くお願いします。 

・ 左髙 洋 会長エレクト  まん防があけました。

今日から宜しくお願いします。 

・ 金武 峰之 副幹事  皆様、こんばんわ。少し

づつ温かくなってきました。ゴルフの楽しい季節です。

本日、可児さんのお話し楽しみです。 

・ 藤井 孝一 君  大変陽気が良くなってきまし

た。桜の花が咲いて世の中の悪い事を吹き飛ばしてく

れると良いと思います。前回の例会の卓話で、私事が

多くなって申し訳ありませんでした。 

・ 平井 正晴 君  ロシア侵攻、コロナ、共に早

期収束を願いつつ、本日の例会楽しんで行きましょう。 

・ 可児 昌則 君  桜の花が咲き始めましたが、

朝晩は寒いですね。 

・ 片岡 紀生 君  今日のゴルフ、千葉さん、金

武さん、楽しい時間有難う御座いました。本日の卓話、

可児さん宜しくです。 

・ 山田 昭仁 君  可児さん、卓話宜しくお願い

します。 

・ 竹田 克茂 君  可児さん、卓話宜しくお願い

します。 

・ 大野 広 君    可児さん、今日の卓話楽し

みにしています。宜しくお願いします。会長、今日も

小型ですか？ 

・ 松久 茂彦 君  ワカサギ釣りシーズン終わり

ました。来期も楽しみにしています。 

・ 小島 博彦 君  本日の卓話、可児さん宜しく

お願いします。 

 

卓 話             可児 昌則 君 

 皆さん、こんば

んわ。本日、市長

が3分間スピーチ

をするとは聞い

ていなかったの

で、市長の後に話

をするのは非常

に難しいです。 

本日は、各務原ロ

ータリークラブ

との馴れ初めをお話ししたいと思います。各務原ロー

タリークラブの歴史の中に「ローターアクト」という

ものがあったかと思います。20代の元気な頃に、勤労

青少年ホームで声を掛けられました。当時佐藤さんと

いう方とローターアクトを結成致しました。これがロ

ータリーに入ったきっかけだったと思います。 

入って直ぐ年齢的なものもありましたが、社会奉仕委

員長を務めさせて頂きました。2 年目に幹事を務める

予定でしたが、会長不在の為急遽会長職を務める事に

なりました。3年目には、地区幹事を務める事となり

ました。 

三重の四日市で会合がある際は、地区ロータリーの方

が見え助言をして頂きました。 

私の原点は、消防 1年、ローターアクト 3年と色々な



所で色々な事を教えて頂いたところにあると思いま

す。当時私の中で、ロータリーと言えば”お金を出

してくれる人”という認識でした。ちょっと一杯飲

みたい時は、ロータリーの人に懇親会を持ち掛け、

金属団地の事務所を借りたり、今井航空機の食堂を

借りたりして楽しい時間を過ごさせて頂きました。 

しばらく間があり平成元年各務原ローターの小野木

さん、斎田さんのお誘いで 3 月 3 日各務原中央ロー

タリーに入会させて頂きました。当時は元気よかっ

たですねー！ 小野木さんには夜中まで付き合わさ

れというか楽しい時間を過ごさせて頂きました。 

中央ロータリーが出来た時は本当に皆が元気でした

ねー！  

5年目には新しいクラブを作るように地区から要請が

あり検討して翌年各務原かかみのロータリークラブ

が出来、中央ロータリーから移籍してクラブを見てく

れと言われました。 

その後中央ロータリーが無くなり、かかみのロータリ

ーも存続が難しくなり各務原ロータリーにお世話に

なる事になりました。ロータリーに入り友人も増え 

色々勉強もさせて頂きました。私にとってロータリー

は色々教えられた事が多く、良い人にも恵まれ楽しく

やらせて頂いております。 

 ２年程前には、大腸癌がみつかり今まで手術などし

た事が無かったのに、何回も手術を経験して今では病

気と上手く付き合いながら、助かった命を残りの人生

に少しでも世のために貢献出来たらと思っています。

後何年ロータリーが続けられるか分かりませんが、宜

しくお願いします。 

本日は、ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

※4ページ目 可児さん書面ご提供 


