
 

 

 

 

 

 

 

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 ： 左高 洋          幹  事 ： 金武 峰之 

副会長 ： 小島 博彦        会  報 ： 松原 竜二  

 1）２０２3年 3月 22日 

             外部卓話 （各務原市 小鍋 泰弘 副市長） 

             場所：産業文化センター２階 第４会議室 

    会員総数 30名（出席免除 3名）   前  回 3月  8日    補正後出席率  55.55 % 

           （2022.7.1 現在）           前々回 2月 22日    補正後出席率  51.85 % 

 

司会進行           金武 峰之 幹事 

会長挨拶            左髙 洋 会長 

 皆さん、こんばんは。本日はお忙しい中、ご出席有

難う御座います。本日、松井さんにはご協力頂きまし

て有難う御座います。 

各務原ロータリークラブは、６０周年を迎え更なる発

展を目指し日頃の活動を周知する目的で本日開催さ

せて頂きました。日頃の活動内容につきましては、市

の行政、警察署の方の協力の下様々な活動を行ってお

ります。詳細は、後程配布させて頂きます活動計画書

をご確認頂けたらと思います。そして次年度 第６１

期（７月から）は松井さんが会長となります。ここに

みえる皆さんと一緒に活動が出来ればと思っており

ますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

委員会報告 親睦ゴルフ表彰 

2月 28日（火）岐阜カンツリー倶楽部にて開催 

   1 位   小林 幹男 君   

   2 位   山田 昭仁 君  

   3 位   横山 浩之 君  

 

 

ＷＥＥＫＬＹ ＲＥＰＯＲＴ 

各務原ロータリークラブ 
国際ロータリー第２６３０地区  東海北陸道グループ ２０２2－２０２3年度 

国際ロータリー会長 

ジェニファー・ジョーンズ（カナダ） 

2）２０２3年 4月 11日 

             春の防犯パトロール活動 

             場所：市民会館 第２駐車場 

～  親睦交流会（医療関係者：於  坐蔵）  ～ 

第 2776例会  Ｎｏ．０714 

令和 5年 3月 8日（水） 



ニコボックス報告 

       Ｒ財団委員会 竹田 克茂 委員長 

・左髙 洋 会長  松井さ

ん、今日は有難う御座います。 

・金武 峰之 幹事  皆様

こんばんは。医療関係者の皆

様、本日は各務原ＲＣの例会

にご参加頂き誠に有難う御座

います。 

・藤井 孝一 君  随分暖かくなりました。腰痛も

大分良くなりました。満８２歳になりました。何とか

頑張っていきたいと思っていますが、大変です。 

・山田 昭仁 君 医療関係者の皆様、本日は宜しく

お願いします。 

・小林 幹男 君  本日の医療従事者の方々との交

流を楽しみにしています。 

・大野 広 君  医療関係者の皆様、ようこそ。Ｇ

ｅｔ Ｒｅａｄｙ！ 

・河野 春男 君 医療関係者の皆様、本日は宜しく

お願いします。 

・森田 大策 君 本日はお忙しい中参加して頂き有

難う御座います。色々交流できればと思います。宜し

くお願い致します。 

・竹田 克茂 君 医療関係者の皆様、ようこそ！ 

乾 杯          後藤 健介 直前会長 

 改めまして、こんばんは。

本日は皆さんお忙しい中各

務原ＲＣの例会にご参加頂

きまして、有難う御座いま

す。先程会長からもお話し

がありましたように、私達

ロータリークラブは、各務原市内で奉仕活動を行って

おります。学生を支援する活動をはじめ、公園での植

栽活動等多岐にわたる活動を行っております。心優し

いメンバーの集まりですので、是非一緒に活動の輪を

広げて頂けたらと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様のご紹介 

特別養護老人ホームつつじ苑 

施設長 牛田 良二 様 

 

松井さんは、つつじ苑の理事長

でいつも大変お世話になって

おります。 

 

 

 



ケアリール  

  管理者 大平 智子 様 

 岐阜市の澤田病院の近くに

ステーションがあり、本社は多

治見市になります。 

私は愛知県出身なので岐阜に

ついて色々教えて頂けたらと

思います。宜しくお願い致しま

す。 

 

ほーき星 

   多和田 充宏 様 

 令和２年１２月に独立をし

ました。 

ケアマネージャーの介護保険

の連絡調整をする仕事に従事

しています。コロナ禍で自分の

人生を振り返った際、最期は自

分のやりたい事をやって終わりたいなと思い、今は自

分一人、思う様に楽しく仕事をさせて頂いています。

松井先生とは、利用者さんで松井先生の事が大好きな

方がみえて、その方を通してお付き合いさせて頂いて

ます。今日はどうぞ宜しくお願い致します。 

 

指定訪問看護ケアピット岐阜 

管理者 

 杉山 佐由美 様 

管理者 

 佐藤 千佳 様 

ケアピットは現在、

岐阜市、各務原市、

江南市の３店舗で

運営しております。 

ケアピット江南は

昨年８月にオープンし、これから起動していくところ

です。趣味のベリーダンスと共に宣伝していきたいと

思います。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

訪問看護ステーション各務原 

管理者 渡邊 みどり 様 

ステーションは２０００年

に立ち上げ、私は２０１８

年からお世話になっており

ます。先生からの支持を受

け利用者さんのご自宅へ看

護師として訪問しておりま

す。 

本日は、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

訪問看護ステーションもえぎ 

管理者 石原 健太 様 

令和２年１月に鵜沼朝日

町に開所させて頂きまし

た。これから各務原市の力

になっていければと思っ

ておりますので、どうぞ宜

しくお願い致します。 

 

 

みんなのかかりつけ訪問看護 ステーション鵜沼 

 管理者 塚原 稔世 様 

令和２年６月に鵜沼南町に

開設致しました。私が病院

勤めをしていた際、涙なが

らに帰りたい、と言いなが

らご逝去された方を多く見

てきました。この様な経験

を基に、どうにか地域の方

を支えていきたい想いでこの仕事に従事させて頂い

ております。先程も皆さんとお話しさせて頂いた中で、

今後の社会情勢、介護保険、雇用保険、少子高齢化等

課題は多く、皆さんのお力をお借りしながら持続可能

な社会づくり、そして各務原市を微力ながらお支え出

来たらと思っておりますので、今後共どうぞ宜しくお

願い致します。 

 

 

 



締めのご挨拶          河野 春男 君 

私の母は、特養に入所す

る事が決まっていた矢先

亡くなりました。介護の

仕事は、とても大変であ

り立派な仕事だと感じて

おります。今後、政策で給

与面が見直されることを

願っておりますし、応援

していきたいと思ってお

りますのでどうぞ皆さんも頑張って下さい。 

それでは今日ご参加頂きました皆様の益々ご発展と、

ロータリークラブの発展を祈念致しまして締めさせ

て頂きます。本日は有難う御座いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療関係者の皆様、飲食店『坐蔵』の皆様 

              有難う御座いました。 


