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●会 長 山下
明
●幹 事 寺田 昌平
●会報委員長 堀川 和士

葛谷 一嘉

＜会長の時間＞

を知り、早速取り寄せ、今飲んでいる所です。効果は今の所わか

秋の七草について

りませんが、
皆さんも葛花に注目した河合の女性起業家グループ

◎春の七草は七草粥として、

に多少応援をしていただけるとありがたいなぁと思っています。

今でも風習として続いていま
すが、秋の七草ってほとんど
の人が何って感じであります。
・春の七草は食べるための七草として、食べて邪気を祓い、一年
の無病息災を祈るとか、
年末年始の飲み過ぎ食べ過ぎの疲れた胃
をいたわる意味があります。

＜幹事報告＞
◎ガバナー、地区ロータリー
財団部門委員長より
・地区補助金の募集と申請について

・秋の七草は、英語で The Seven Flowers Of Autumn です

申請者

ので一応、花を観賞して楽しむ七草ということですが、野原には

募集ロ数

ゴマンと草が生えているのに、
七つだけ誰が決めたんやと年を取
ると気になるのです。

2630 地区 各ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ(1 ｸﾗﾌﾞ１ロ)
申請順に審査し、承認した申請額が予算額(約
$77,246)に達した時点で終了

補助金額

・秋の七草はなかなか覚えられないので私は、萩のおばさん（尾

$1,000 以上$10,000 以内。但し EREY の達成率
により上限に制限あり

花）が 9 時（葛）になでしこ号でおみえになり（おみなえし）無

申請期間

2013 年 12 月 1 日から

事（藤袴）
、帰郷（桔梗）というふうに取りあえず覚えています。

注意事項

1.2013 年 11 月 30 日までにクラブの参加資格

・何しろ奈良時代の万葉集からの引用ですから、
現在の感覚では、

認定:覚書を地区へ提出

秋の七草といってもピンときません。
花として観賞というとなで

B.2013.11.8のセミナーに最低1人のクラブ会

しこ位で、女郎花、藤袴になるとどこで咲いているのか、萩や葛
の花も地味だし、尾花にいたっては花なのという感じです。
◎秋の七草は、
漢方の主要な生薬となる七草であると漢方をやっ
てみえる先生が解釈されています。
私はこの解釈の方が今日的で
あると思っています。
◎萩の根に利尿作用、尾花の根は解熱、なでしこは全草に利尿作
用、桔梗の根には去痰・排膿作用があるということで、漢方薬と
して処方されているそうです。
◎特に葛の根は生薬の王様であります。発汗、解熱、鎮痛と三大

員が参加すること
◎12-13 年度ガバナーより
・2012-2013 年度国際ﾛｰﾀﾘｰ第2630 地区地区記録誌送付のご案内
◎第2580地区ガバナー 日台ロータリー親善会議議長 吉田建二氏より
・日台ロータリー親善会議ツアーのご案内
会議日時

◎東日観光(株)より
・国際ロータリー年次大会(シドニー大会)参加旅行のご案内
＜受贈誌＞

作用があり、
葛根湯として主に風邪薬としては知られていますが、
肩こり、頭痛、筋肉痛などにも処方されています。
（
“葛根お肩を
叩きましょう”
）

2014 年 1 月 26 日(日) 14：00～ 圓山大飯店

ロータリー米山記念奨学会（ハイライトよねやま 164）
、
台北市松年福祉會(玉蘭荘だより)
岐阜県環境生活部人権施策推進課長(人権だよりＮｏ．
５５)

◎今、注目は「葛の根」から「葛の花」なのです。今までは根の
部分を生薬として用いられてきましたが、
花の部分にも高い薬効
があることが証明されつつあります。葛の花（葛花カッカ）には
イソブラボンとサポニンが含まれているため、
酒毒を消す作用が

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

◎葛花という生薬があるかどうか、
漢方を扱っている薬局に問い

前々回

37 名

13 名

50 名

50 名

100.00％

合わせても、
日本の漢方薬メーカーは生産していないとのことで

本日

39 名

－

39 名

50 名

78.00％

あり、二日酔いの改善とか育毛作用もあるとのこと。

したが、飛騨市河合町で、かわい野草茶グループが、昨年の 11
月から、
葛の花入り野草茶を町おこしとして商品化していること

ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を

例会報告
＜本日のプログラム＞ 社会奉仕・ヘルス委員会
委員長

田中 正躬

本日の卓話は、飛騨保健所
長の杉山 貴広様にお願いた
しました。
杉山様はご覧の通り大変お
若く、昭和 46 年に岐阜市で
お生まれです。平成 8 年に岐
阜大学医学部を卒業され、岐阜県庁へ入庁。11 年から県立多治
見病院、13 年からは藤橋村国保診療所に勤務された後、15 年か
ら 23 年 3 月までは県庁内にて医療行政に携わられ、同年 4 月よ
り現職でいらっしゃいます。
本日は｢保健所業務を通して観た高山市｣と題しお話いただき
ます。どうぞ宜しくお願いいたします。

｢保健所業務を通して観た高山市｣
飛騨保健所長 杉山 貴広様

奉 仕 を 通 じ て 平 和 を
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奉 仕 を 通 じ て 平 和 を
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＜ニコニコボックス＞

●国際ロータリー第 2630 地区 直前ガバナー 村橋 元 様

●山下 明さん

11 月 7 日開催させて頂きました私の古希ホールインワンコンペ

飛騨保健所長 杉山 貴広 先生、ご多忙の中ご来訪頂きありがと

には 130 人という大勢の皆様にご参加をいただき無事終了させ

うございます。卓話楽しみにしています。

ていただきました。今回のコンペ、飛騨高山での開催というこ

●寺田 昌平さん

とで貴クラブの皆様は勿論、高山３クラブの皆様には大変お世

①本日のゲスト飛騨本所長 杉山 貴広 様、ご多用の中ご来訪

話になりました。心よりお礼申し上げますと共に今後ともよろ

頂き御礼申し上げます。卓話楽しみにしています。

しくお願いいたします。

②11 月 10 日(日)シティホテル美濃加茂で開催された情報・広
報・会員増強維持グループ研修に田中武さん、井辺さん、伊
藤さんありがとうございました。
●田中 正躬さん、葛谷 一嘉さん､野戸 守さん、山下 直哉さん
本日は社会奉仕委員会担当例会との事で飛騨保健所長 杉山 貴
広 様をお招きしました。杉山様にはお忙しい中ご来訪いただ
きありがとうございます。卓話楽しみにしています。よろしく
お願いいたします。
●平 義孝さん、斎藤 章さん
飛騨本所長 杉山 貴広 様のご来訪を歓迎いたします。
●米澤 久二さん
先週金曜日に田中エレクトと一緒に財団の｢未来の夢計画｣のセ
ミナーに出席しました。途中、関サービスエリアで｢後ろのタイ
ヤの空気が減っているよ｣と田中さん。結局パンクしていまし
た。このまま気付かずに走っていたらとゾッとしました。田中
エレクトのお陰で命拾いしました。ありがとうございました。
●小田 博司さん
65 歳の誕生日のプレゼント有難うございました。
●田中 晶洋さん
11 月の例会を２回続けて欠席したため、本日誕生祝いの品を頂
戴しました。年々体力の衰えを感じますが、まだまだこれから
頑張りたいと思います。ありがとうございました。
●中島 弘人さん
先日、妻の誕生日にお花をプレゼントいただきありがとうござ
いました。大変喜んでおり、大事に飾っています。
●小森 丈一さん
①結婚記念のお祝いを頂きありがとうございました。
②今年は中学、高校、大学の同窓会があり、いずれも元気で参
加出来た事を嬉しく思っています。誰もがこれが最後かもと
いう心境でした。
●折茂 謙一さん
とっぴんぱらりの風太郎という忍者小説を読みました。奇想天
外の面白さです。ロータリアンの様な忍者が登場します
●鍋島 勝雄さん
3 週間ぶりに出席させて頂きます。自分の身をいかに労わってい
なかったかをしみじみ感じさせていただきました。
●伊藤 松寿さん
鍋島勝雄さん、例会復帰誠におめでとうございます。今後も体
を労わって例会にご出席ください。

奉 仕 を 通 じ て 平 和 を

