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本日のプログラム 

司会   会場委員会

・点 鐘           近藤 太門君      

・ROTARY SONG  「われら日本のロータリアン」 

・今月の歌   「冬景色」 

・ビジター紹介        近藤 太門君 

・委員会報告 

・会長挨拶          近藤 太門君 

・卓話 名古屋市立大学 教授 成田 徹男様 

・幹事報告          加藤 宗生君 

・点 鐘           近藤 太門君

今月の歌 

 冬景色 

     さ霧消ゆる  湊江の 

     舟に白し   朝の霜 

     ただ水鳥の  声はして 

     いまだ覚めず 岸の家 

       先週の記録   

会長挨拶           近藤 太門君 

 先月の23日に春日井JCからの出席要請をいた

だき「2018年度賀詞交歓会」に市内の4ライオン

ズクラブの会長と出席をさせて頂きました。JCの

年度は１月１日から12月31日までが一年だそう

で、それ故に23日が18年年度の新年例会でした。

JCに全く無知な私には、私達のロータリークラブ

では半期が終わったこの時期に「賀詞交歓会」と

は????、今回やっと我がクラブの7月第一例会の

事と知ることが.できました。又、役職の呼称それ

ぞれに違いがあって、会長は「理事長」幹事は「監

事」と組織体が違うと役職名もいろいろと変わる

なぁと感じながら「賀詞交歓会」に出席をさせて

頂きました。 

２０１８年２月９日（金）２３５５回（２月第２例会） 

幹事報告       幹事  加藤 宗生君 

第８回理事役員会  

下記の審議事項につきまして、全て可決承認され

ました。

第 1 号議案：開始貸借対照表並びに１月度収支承

認の件

第 2 号議案：友松英樹君入会の件

第 3 号議案：家族会 野球観戦開催の件

第 4 号議案：例会変更 理事役員会日程変更の件

第５号議案：ガールスカウト及び雨にも負けずプ

ロジェクトの件

第６号議案：全国高等学校剣道選抜大会への協賛

の件

第７号議案：理事役員、地区役員委員、委員会構

成の件

☆２月９日（金）

＊卓話

＊名市大教授 成田徹男様. 

◎例会変更のお知らせ

名 古 屋 栄 2月19日（月）→２月21日（水）16：30～ 

Ｒ Ｃ 西名古屋分区ＩＭの為マリオットアソシア 

岩 倉 2月20日（火）12：30～ 

Ｒ Ｃ パスタ例会の為 ダールフルット 

愛 知 長 久 手 2月20日（火）18：30～ 

Ｒ Ｃ 夜間例会の為   

会      長 ：近藤  太門 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：加藤 久仁明 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

副  会  長 ：野浪  正毅 事 務 局 ：春日井市鳥居松町5-45 

幹      事 ：加藤  宗生  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

会報委員長 ：古屋  義夫 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

   Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp 



名古屋丸の内 2月 22日（木）→2月 21 日（水） 

Ｒ Ｃ 西名古屋分区ＩＭの為マリオットアソシア 

江 南 2月 22 日（木）→2月 21 日（水） 

Ｒ Ｃ 西名古屋分区ＩＭの為マリオットアソシア 

出席報告 委員長 梅村  守君 

会員 52 名 欠席 17名 出席率 67.3％ 

先々週の修正出席  欠席 6名 出席率 88.4％  

ニコボックス報告    委員長   芝田 貴之君 

○黒田さんのお話を楽しみにしています。 

              近藤 太門君 

○明日のＲＣ旗争奪サッカー大会ご参加ください。             

青山 博徳君 

○節分豆が良く売れました。（７０ｔ）     

宅間 秀順君 

○明日娘がアメリカへ留学に旅立ちます。１年間

淋しくなります。        栃本 正樹君 

○後２日で後厄が終わります。  下田 育夫君 

○黒田さんの卓話楽しみにしています。     

藤川 誠二君  古屋 義夫君  早川 八郎君 

速水 敬志君  稲垣 勝彦君  加藤久仁明君  

加藤 宗生君  加藤  茂君  川瀬 治通君  

風岡 保広君  貴田 永克君  北  健司君 

成瀬 浩康君  野浪 正毅君  小川  長君  

大原 泰昭君  岡本 博貴君   小野寺 誠君 

社本 太郎君  清水  勲君   梅村  守君  

屋嘉比良夫君    山田  治君    後藤 訓美君

（名古屋北ロータリー） 

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会一同

卓話          黒田 さおり様 

北海道医療大学卒業後、薬剤師国家試験に合格。

その後修士課程おいて「生薬学」専攻。ハーブや

薬草の研究を重ねた後、薬局にて管理薬剤師を経

て、同和化学株式会社に管理薬剤師として入社後、

代表取締役社長に就任。その後生体、動物用医薬

品の専門的な勉強をし、海外製品の輸入のため、

農林水産省、厚生労働省などの輸入許可申請に携

わり、動物用医薬品、人体用医薬品、サプリメン

トやフード等の研究に従事。十五年のオンライン

販売の信用と実績を持つ、「いぬねこサプリ by 

ぽちたまランド」で、黒田さおりが自ら目利きし、

厳選したペット商品を提供中。パリアティブケア

カウンセラー・動物の薬剤師として悩み相談や講

演活動を中心に活動中。私がこの仕事を始めて２

０年という月日がたちました。これまで、動物病

院への製品の説明などで先生方とお話させていた

だいたり、トリマーさん、ブリーダーさん、もし

くはメーカーさんなど、あらゆる方々と様々なお

話をしてきました。オーナー様とはホームページ

を介してメールにてやりとりをしたり、イベント

会場などでも直接アドバイスさせていただきまし

た。その時に一緒に暮らしているペットについて

の相談をたくさん受けました。気になっているこ

とや疑問に感じること、不安なことがこんなに多

いものかと改めて気づいた時でもありました。 

 オーナーさんのために、そしてなによりもかけが

えのない命のために役に立ちたい。今まで培って

きた知識・経験を余すことなく皆様に利用してい

ただきたい。そういう想いで活動してきました。 

 今後も新しく立ち上げたブログや、引き続き講演

活動などを通じて、皆様とコミュニケーションの

とれる場所を作っていきたいと思っています。 

パリアティブケアカウンセラーとして私は長いこ

と人体用、ペット用の薬を扱ってきました。ペッ

ト用の薬は種類が少なく、動物病院での薬は、ほ

とんどが人体用の薬で賄われています。副作用情

報はすべて人に対するもので、ペット用の薬に対

するフォローはありません。人体用の薬が人体に

それなりの副作用があることはある程度予想はで

きますが、出現率 1%未満といわれる副作用までみ

ると、ありとあらゆるものがあり、千差万別、個

人差もあるので、そこを特定するのは困難を極め

るこことなります。人体用の薬が人体に及ぼす影

響ですら、全てが把握できていない状態であるの

に、人体用の薬がペットに及ぼす影響を知るとい

うのはほぼ今の段階では不可能に近いと思われま

す。◎薬は使い方次第では毒となる。パリアティ

ブケアカウンセラーとして、薬の正しい使い方は

もちろんですが、薬の怖さというのもしっかりと

お伝えしていきたいと思っています。体の機能を

元に戻して、体自身が自力で治していくお手伝い

をする。薬にはそんな効果があります。弱った状

態から元の状態にという作用があるということは

裏を返せば良い状態から機能を低下させる作用も

あるということです。お薬、薬物、ドラッグ。使

い方によってはその名称も変わってしまう薬。で

も、全部薬なのです。パリアティブケアカウンセ

ラーとしてまずは、なるべく早く痛みや苦しみを

とってあげたいというのがあります。ペットに対

しての安全性が確立されていない薬で、それを与

え続け、治っていくならまだしも、現状をキープ

することすらできないような薬であれば、投薬し

続けることに自体に意味がなくなってしまいます

し、危険性だけがただいたずらに高まってしまい

ます。できればサプリメントのように、ペットに

与える影響が少なく、日々楽になれるのであれば、

そちらを選択していきたいと思います。痛みを和

らげ体を楽にしてあげたい。 効果は穏やかで完治



は難しいがこれ以上悪くならないようなにするケ

アをしてあげたい。こういった考えからパリアテ

ィブケアカウンセラーとして活動していこうと決

心しました。パリアティブケアカウンセラーとし

て、そして薬剤師としてやるべきこと、小さな命

を守っていく上で芯となる言葉です。これこそが

使命であると思っています。これからも色々な活

動をしながら皆様にパリアティブケアという言葉

を知っていただき、できる限りのお手伝いをさせ

ていただきたいと思います。 

理事・役員、地区役員・委員、委員会構成   

理事役員    

 理事・役員 会長     川瀬 治通 

 〃     副会長    和田 了司 

 〃     会長エレクト 北  健司 

 役員    幹事     古屋 義夫 

 〃     副幹事    青山 博徳 

 〃     SAA      宅間 秀順 

 〃     会計     近藤 秀樹 

 理事    クラブ奉仕  社本 太郎 

 〃     職業奉仕   速水 敬志 

 〃     国際奉仕   岡本 博貴 

 〃     社会奉仕   日比 雄将 

 〃     青少年奉仕  梅村  守 

 役員    親睦活動   大橋 省吾 

 〃     プログラム  杤本 正樹 

 〃     ロータリー財団成瀬 浩康 

 〃     直前会長   近藤 太門 

50 周年記念委員会    

       委員長    社本 太郎 

       副委員長   山田  治 

地区役員・委員    

ガバナー補佐       加藤 久仁明 

 ガバナー補佐幹事     成瀬 浩康 

 ガバナー補佐副幹事    大原 泰昭 

 IM 実行委員会 委員長   近藤 太門 

 地区職業奉仕 副委員長  青山 博徳 

 地区インターアクト委員会 梅村  守 

50周年記念実行委員会組織表

会長

実行委員長

実行副委員長

総務委員 速水敬志 古屋義夫 下田育雄

新美治男 梅田英夫 近藤秀樹

委員会名 委員長 副委員長 主体となる委員会

記念事業委員会 青山博徳 梅村　守 プログラム委員会

稲垣勝彦 会報・広報・IT委員会

職業奉仕委員会

青少年奉仕委員会

記念式典委員会 芝田貴之 大橋省吾 会場委員会

小野寺誠 親睦委員会

国際奉仕委員会

記念誌委員会 加藤宗生 小川茂徳 ニコボックス委員会

下田育雄 会員増強委員会

会報・広報・IT委員会

ロータリー情報委員会

IM実行委員会組織表

ガバナー補佐

ガバナー補佐幹事

ガバナー補佐副幹事

委員会名 委員長 副委員長 主体となる委員会

IM実行委員会 近藤太門 成瀬浩康 出席委員会

ロータリー財団委員会

社会奉仕委員会

大原泰昭

川瀬治通

社本太郎

山田　治

加藤久仁明

成瀬浩康

会長挨拶 近藤 太門君 

卓話 黒田 さおり様



２０１８ - １９ 委員会組織表 

委員会 小委員会 委員長 副委員長 委員 

クラブ奉仕委員会（管理運営） 社本太郎 

会場委員会 
SAA 

宅間秀順 
下田育雄 大橋省吾 大原泰昭 神田寛司 

出席委員会 小柳出和文 峠テル子 小野寺誠 岡本博貴 稲垣勝彦 

親睦委員会 大橋省吾 芝田貴之 岡田義邦 近藤秀樹 藤川誠二 

ニコボックス委員会 藤川誠二 小川茂徳 杤本正樹 梅村 守 野田 勇 

プログラム委員会 杤本正樹 山田 治 足立治夫     

会員増強委員会 松尾隆徳 

  会員増強委員会 松尾隆徳 
職業分類担当 

風岡保広 
野浪正毅 青山博徳 下田育雄 

  ロータリー情報委員会 加藤 茂 
会員選考担当 

加藤宗生 
大畑一久     

公共イメージ委員会 青山博徳 

会報・広報・IT 青山博徳 
IT担当 

野田 勇 
大橋完一 小野寺 誠 

ロータリー財団委員会 成瀬浩康 

ロータリー財団委員会 成瀬浩康 
米山奨学担当 

伊藤一裕 
伊藤正之 清水 勲 

奉仕プロジェクト委員

会 
速水敬志 

職業奉仕委員会 速水敬志 稲垣勝彦 場々太刀雄 貴田永克 芝田貴之 

国際奉仕委員会 岡本博貴 中川 健 速水敬志 小川茂徳 小柳出 和文 

社会奉仕委員会 日比雄将 
環境保全担当 

大原泰昭 
早川八郎 高木 修 神田寛司 

青少年奉仕委員会 梅村 守 中島 泉 小川 長 屋嘉比良夫 日比雄将 

会計監査 梅田英夫 新美治男 

春日井ロータリークラブ旗争奪春日井スポーツ少年団サッカー競技大会 決勝戦 表彰式 


