本日の
本日の行事予定 (2010 年 1 月 22 日)
第 2770 回例会
卓話担当：
卓話担当：鈴木吉男君
講 師：津島市立図書館副館長 園田俊介氏
演 題：「“
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「四つのテスト」
鈴木吉男君
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浅井彦治君、伊藤幸蔵君、伊藤哲
朗君、加藤則之君、岡本康義君、清水裕行君、宅
見康悦君（第 3 回役員理事委員長会議）
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会長挨拶

浅井彦治副会長
浅井彦治副会長

「薬の正しい使い方」
＝適正使用
医薬品の特性上使い方を間
違えることは非常に大きな問
題になります。我国では、医
薬品を利用する対象は高齢者
が中心になりますが、そんな中で本当にあった事
例からお話したいと思います。
高齢による老化現象の定義は（高齢でもしっか
りした人は多くおられますが、その方は当然除外
します）
“救急患者が通過しよう
としている時に、
廊下をふさいで
話をしている老人を
と言う”
上記のような方々の話だとご理解ください。

【事例】
① 鼻炎カプセルの宣伝をテレビで見て、鼻の中
に顆粒を入れている。
② 「クシャミ 3 回ルル 3 錠」なら、
「
（クシャミ）
4 回なら 4 錠」飲む必要がある。
③ 「コンタック 600」の中身だけ出してカプセル
を返しに来た。
④ ＰＴＰ（薬の包装）を開ける
のにカッターナイフを使って
指に傷をつける。
⑤ ＰＴＰのまま飲んでしまった
ため、食道に出血が起きた。
⑥ ＰＴＰは角をハサミで切って飲むものだと指
導している。
⑦ 能書きをよく読まない（薬効がわからずに使
用している）
。
⑧ 坐薬は正座して飲む薬。
⑨ 食間は医薬品を食事中に味噌汁で飲むこと。
⑩ 冷蔵庫に入れた水虫の水薬と、点眼薬を間違
えて使用している。
⑪ 医師には内緒で、苦い薬なので飲んでいない
ことがある。
⑫ 同時に医師には飲んでいると話して、処方が
増えたので服用して健康被害を被る。
本質的に市販薬（ＯＴＣ）は、一般的な方にお
似合いの薬で、処方せん薬は個人個人に独特なパ
ーソナルな医薬品ですので、他人に渡したり、他
人の医薬品を服用することがないようにお願いし
ます。
また、慢性疾患で継続的に服
用している医薬品も、遅延的に
副作 用が出てくる場合もあり
ますし、高齢による臓器の機能
低下により、使用量を検討する
必要のあるものもあります。不
明な点は医師・薬剤師にご確認

老化(
老化(廊下)
廊下)現象

ください。

-1第 2770 回例会

幹事報告

伊藤基幹事
1. 1 月はロータリー理解
推進月間です。
2. 本日はクラブアッセン
ブリーを開催します。
各委員長様お願いしま
す。
3. 今月のロータリーレートは 1 ドル 90 円です。
4. 本日、会員名簿追加分のコピーを配布しま
した。各自会員名簿にお貼りいただくよう
お願いします。
5. 本日下 期 会 費 の 請求 書を 配布 さ せ ていた
だきました。速やかにお振込み頂くように
お願いします。
6. 本日例会終了後、理事会が行なわれます。
理事の方は出席をお願いいたします。
7. 1 月 6 日の津島警察署感謝状贈呈式で、津
島ロータリークラブに感謝状を頂きまし
た。
8. 『ガバナー月信』1 月号を回覧しました。
ニコボックス報告
ニコボックス報告 第 2769
2769 回分
野々山勝也ニコボックス
山勝也ニコボックス副
ニコボックス副委員長
清水裕行会長、浅井彦治副会長、伊藤基幹事 新
年明けましておめでとうございます。今年もよろ
しくお願いいたします。
浅井彦治君 本日、清水会長の代理をつとめます。
宜しくお願いいたします。
堀田勝君 初例会で御園座のチケットが当たりま
した。
相羽あつ子君 ①あけましておめでとうございま
す！ 年始め早々運がよく、地震感知器が当たり
ました。ありがとうございました。②本日早退さ
せていただきます。
住田正幸君、伊藤誠君、浅井賢次君 ウィークリ
ーに写真が載りました。
和出泰夫君、鶴見治貞君、安江正博君、堀田力男
君、小畑英雄君 写真を頂きました。ありがとう
ございます。
小林啓子君 あけましておめでとう。
八谷潤一君 久々に例会に出席させて頂きました。
篠田廣君 あけましておめでとうございます！
前田昭生君 年末の家族会で娘が頂いた景品の
「宝くじ」では残念ながら夢を見ることはできま
せんでした。
河西あつ子君 年女のお祝いと使いかけのティッ
シュがあたり、ありがとうございました。今年も
よろしくおねがいします。
加藤隆朗君 津島、蟹江両警察署より感謝状を頂
きました。
山本達彦君 松崎先生に大変お世話になりました。
服部昭三君 会報に寅の絵を載せていただきまし
て。

部貴君 あけましておめでとうございます！
新年初例会では、多くの方々にご協力いただきま
して、ありがとうございます。今年もよろしくお
願いします。
山田清三君 ①今年、年男です！②69 歳のバーチ
ャンが生まれて初めて、誕生日に花をいただき、
ロータリーさんによろしくと千円あずかってきま
した。
古川弘一君 伊藤幹事にお世話になりました。
三谷栄一君 松崎先生にお世話になりました。
安達勝夫君 初例会の抽選会で賞品を頂きました。
寺田晏章君 13 日の中日新聞に掲載頂きました。
稲川明俊君、佐藤栄一君、住田由純君、城正憲君、
加藤則之君 その他。
服

河西あつ
河西あつ子
あつ子社会奉仕委員
期は津島市立図書館と愛
西市中央図書館に地域関連の
資料や書物を寄贈しました。彩
雲館のエコキャップ運動には
昨年に引き続き協力して、送料
を援助しました。お陰で以前は
代打の代打
5000 個余りしか集まらなかっ
たのが、津島ＲＣが送料援助をしてから 296,080
個も集まったそうです。
下期には「５３０運動」もありますので、引き
続き会員の皆さんのご協力をお願いします。（加藤
則之委員長談）
稲垣宏高新世代
稲垣宏高新世代・
新世代・ 安江正博職業奉仕委員長
安江正博職業奉仕委員長
インターアクト委員長
インターアクト委員長
施設見学と
上

職業奉仕の
理解を深め
ていただき
ました。

代打

岡本康義国際奉仕委員長
岡本康義国際奉仕委員長
(Mr.ダンディー
(Mr.ダンディー岡本
ダンディー岡本)
岡本)
4 月に台北滬尾ＲＣの皆さんが
日本に来られます。大変お世話に
なっていますので、歓迎したいと
思います。ご協力いただきますよ
う、よろしくお願いいたします。
ロータリー財団
ロータリー財団委員会
財団委員会
滝川林一副委員長
滝川林一副委員長
代理ですので…。
（今年度上期に 2 名が
ポール・ハリス・
フェローを受賞）
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加藤隆朗米山奨学副委員長
加藤隆朗米山奨学副委員長
今年度は、毎年度 3 万円の寄
付をしていて累計 10 万円を超え
た方 3 名を 含 めて、8 名が 米山
功労者になりました。ご協力あ
りがとうご ざ いました。米山奨
学生の受け入れはありませんが、
無事に委員会活動ができていま 代打
す。
（相羽あつ子委員長談）
伊藤幸蔵クラブ
伊藤幸蔵クラブ奉仕委員長
クラブ奉仕委員長
寺田晏章会員増強委員長
寺田晏章会員増強委員長
本物
会員増強バッジ

服部貴親睦活動委員長
服部貴親睦活動委員長
親睦活動委員会では、昨年の
8 月に長良川鵜飼、12 月のクリ
スマス家族例会、今年の 1 月 8
日には新年初例会を開催しまし
た。皆様のご協力に感謝しま
す!!!
また、5 月 16 日（日）の家族
会には「奈良の平城遷都 1300 年祭」に行く事を計
画し、昼食には創業 100 周年を迎える名門ホテル
「奈良ホテル」を予定しております。一人でも多
くの方々の参加を期待しております。どうか宜し
くお願い致します。
八木秀雄ロータリー
八木秀雄ロータリー情報委員
ロータリー情報委員長
情報委員長
ロータリー情報委員会は、
新入会員に対して「ロータリ
ーとは何ぞや」をレクチャー
するための委員会でありまし
て、遅れましたが今年度も懇
談会を開催いたします。出席
義務者の会員は必ずご出席く
ださい。

委員長から原稿を預りました。

八谷潤一会場委員
場
転勤
早野
業計画
メ バ 進
司
願

村雄一
ぞ 割
担
昨年末
村 歓迎 兼ね
半期 反省 半期 活動 確認
催
楽 充実
努力
準備や後片付 ど 不十
ろ
メ バ 皆様 随 助
感謝申 げ
務局 庄司 佐
世
放
御礼申 げ
発表
八谷潤一 感
謝申 げ
原稿：
場
伊藤誠クラブ
伊藤誠クラブ広報委員長
クラブ広報委員長
2 回の委員会を開催しなが
ら、2 つの柱の事業を次のよ
うに進めて参りました。
１．クラブ会報について
委員会メンバー・事務局の
協力の下、滞りなく発刊する
ことができました。これもクラブの皆様方の
ご協力を得られての賜物と感謝致しておりま
す。残り半年となりましたが、変わらぬご協
力をお願い申し上げます。（カメラの前では、
笑顔でお願い致します）
２．クラブ広報について
① 記者懇談会を、第 2 回委員会（10 月 23 日）
に併せて実施致しました。中日新聞社・朝
日新聞社・西尾張ＣＡＴＶの 3 社記者にお
越し頂き、浅井彦治副会長を座長に、四大
奉仕委員長を交えて、和やかに懇談会を進
め、
当クラブの活動のＰＲをお願い致しま
した。
② 『ロータリーの友』第 68 号（11 月刊行：
英語版）に「長良川鵜飼家族会」の記事が
掲載されました。
③ 中部経済新聞の「ロータリーページ」へ堀
田勝副委員長に寄稿頂き、11 月 25 日に掲
載されました。
④ 『ロータリーの友』1 月号に堀田勝副委員
長の投稿（
「脳梗塞の回想」
）が掲載されま
した。
⑤ 今月初めに服部貴親睦委員長より、12 月
19 日の「クリスマス家族例会」の記事を
ロータリーの友へ投稿して頂きました。今
後、掲載されることを期待致しております。
以上のように広報活動を実施して参りました。
今後も各委員長に投稿を積極的にお願い致します。
また、各メディアへの事業活動への取材希望等ご
ざいましたら、各メディアへ連絡等入れたいと思
いますのでご連絡をお願い致します。
ような木
さんが入られ、それ れ、役 分
をもって、なんとかつないでこられました。
、12 月 17 日、木 さんの
を
、
上
の
と下
の
の
のため、委員
会を開 しました。例会をより しく
したも
のにするため、
していきたいと思います。
なお、例会の
けな 、
分なと
こ があり、 ン ーの
には、 分お けい
ただいたこと、
し上 ます。
事
の
さん、 藤さんにも、お 話にな
りっ しです。心から
し上 ます。
また、本日
いただいた、
さんに
し上 ます。
（
伊藤哲朗会 委員長）

代打

会 委員会は、
された
委員長の事
のもと、
5 名の ン ーで めてまい
りましたが、11 月に、当委員
会に「 会をずっと、そのま
まお いします」と言いたい
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その他
その他

田中正明ニコボックス
田中正明ニコボックス委員長
ニコボックス委員長
皆様のご 協力で 目標を達成

席 年 ･年女
贈呈 代表 後 亨

副
挨拶

念

本日出 の 男
に浅井 会長から記 品
。
して、 藤 君がご
しました。

したいと思います。

安達勝夫Ｓ
安達勝夫Ｓ.Ａ.Ａ.
全体の講評をい
ただきました。

小畑
山本
片岡
中野

会長エレクト
もサマになっ
てます。
いつでも

誕生日祝福（1 月）
服部貴親睦活動委員長

英雄君（ 3 日） 梶浦 興蔵君（ 5 日）
達彦君（ 6 日） 稲川 明俊君（ 8 日）
鉄君（10 日） 清水 裕行君（10 日）
義光君（12 日） 宇佐美三郎君（29 日）

○

代打

朝日寿しは「や
っぱ、寿司だね
え～！」

練習してないなぁ～。
音が出るかなぁ～。

速報！
速報！

- 年度 RI マ
・ リ ギ
RI エ
地域を
地域を育み、大
陸をつなぐ BUILDING
COMMUNITIES BRIDGING
CONTINENTS）」と発表されました。
（国際ロータリーニュース2010 年 1 月 18 日）
「白馬の
白馬の里」
墨絵のよ
うなモノト
ーンの深い
谷にたたず
む家々。白
馬の里の 冬
景色は美し
く、見飽き
ることがあ
りません。
雪をかぶっ
た裸木、凍てつく川、民家の白い屋根……、冷た
さが肌に伝わってくるような日本の原風景です。
画・文 服部昭三
次回例会
第 2771 回 ’10 年 1 月 29 日（金）
卓話担当：
卓話担当：後藤 亨君
演 題：「ウォーキング」
ウォーキング」
2010 11
テー
は、レイ ク ン ン
スミス 会長 レクト
より「
（

誕生日も、もう
恥ずかしい年
になりました。
山○○彦君。

夫 人
佐竹 敦夫人（ 2 日）
田中正明夫人（ 4 日）
滝川林一夫人（ 6 日）
城 正憲夫人（10 日）
八木秀雄夫人（10 日）
山田清三夫人（14 日）
古川弘一夫人（16 日）
寺田晏章夫人（20 日）
加藤隆朗夫人（28 日）
篠田知生夫人（28 日）
山本達彦夫人（28 日）

とりあえず花鉢
が届くし…、プ
レゼントは何に
しようか？

結婚記念日祝福
清水 裕行君（11 日）
坂井 裕君（26 日）
岡本 康義君（26 日）
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