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●会 長 折茂 謙一
●幹 事 米澤 久二
●会報委員長 脇本 敏雄

＜会長の時間＞

「春、まだ遠く」

蜘手 康介

の日その日を生きるのが精いっぱいで将来への計画とか希望は

私は折茂医院開業後６か月目の

全くありませんでした。

４０歳の時に輸血後の急性肝炎に

ピンチはチャンスということでお話ししているのですが、
この

なり入院治療をすることになりま

ころには全くチャンスの気配は見えませんでした。
これは全く偶

した。昭和５０年代の輸血後の肝

然ですが、私が４５歳のころ、本日入会された新井典仁さんのお

臓病の治療は、安静と高蛋白・高

父さんと知り合いになりました。
新井さんのお宅やそのお友達の

カロリーの食事とビタミン剤の輸液くらいでした。
入院中はほと

家で土曜日の夜から日曜の朝まで毎週麻雀をするのが私の唯一

んど食欲がなかったのですが栄養を取ればそれだけ早く病気が

の楽しみでした。

治ると信じていましたから、無理に食べていました。退院後もチ
ーズや牛乳などを毎日食べました。
安静にして栄養の取りすぎで
すから体重はどんどん増えます。
栄養を取ればとるほど体が元気

＜幹事報告＞

になるはずだと思いこんでいましたが、
体のだるさは全然取れま

◎高山市社会福祉協議会より

せん。
医学的には肝臓病に対してには他に治療法がないので民間

・平成 25 年度高山市社会福祉協議会評議員 委嘱状 山下 明さんへ

療法をあれこれ探しました。
わらにもすがる思いで評判の高い占

◎飛騨高山国際協会より

い師に見てもらいました。
知るはずのない事実をピタリぴたりと

・平成25 年度飛騨高山国際協会通常総会の開催について(ご案内)

言い当てます。
世の中にこんなすごいことができる人間がいるの

日 時

５月１日(木) 午後１３：３０～１４：３０

だと、すっかり信じ込んでしまいました。先祖の誰それが成仏で

場 所

高山市役所４階中会議室

きていないから供養すれば病気は治る、
といわれ真面目にそれを

議 題

その頃絶食と少食が良いという本に出会いました。
早速おかゆ
と梅干だけで一週間過ごしてみました。
肝機能の検査の値はあま

・平成 24 年度事業報告及び収支決算報告について
・平成25 年度事業計画(案)及び収支予算(案)について

実行しました。勿論効果はありませんでした。

◎高山市都市提携委員会より
・平成25 年度高山市都市提携委員会会議の開催について(ご案内)

り変化がありませんでしたが、驚くほど体は楽になりました。１

日時

５月１日(木)

日とか２日とか絶食したり、
おかゆを食べたりしているうちにぶ

場所

高山市役所４階中会議室

くぶく肥えていた体がかなりやせました。
少しづつ体力も回復し

議題

・平成 24 年度事業報告及び収支決算報告について
・平成25 年度事業計画(案)及び収支予算(案)について

て１日２０人くらいの患者さんの診察が何とかできるようにな
りました。支払いを持ってもらっていた薬代、材料費の支払いま

午後１４：３０～１５：３０

＜受贈誌＞

では無理ですが、
何とか破産しかいで済みそうな状態になりまし

高山中央 RC(会報)、不破 RC(会報)、不破の関 RC(会報)、ガバナ

た。車は維持費がかかるので売りましたから、往診の依頼があれ

ー事務所(麻薬・覚せい剤乱用防止センターニュースレター、東

ば自転車です。痩せこけた医者が自転車でよるよろしながら往

ケ先潔記念ダイアログハウス募金趣意書)、社団法人高山市文化

診するのですから、
折茂医院は医者が癌のようだからそのうち潰

協会(広報高山の文化)

れるだろうという噂が流れていたようです。
少し無理すると肝機能が悪化するので仕事以外の時は殆ど横
になっていました。輸血後の肝炎について調べてみると、輸血後
１５5 年で肝硬変、２０年から２５年で肝臓がんというのが一般
的パターンということがわかりました。
私は４０歳で輸血を受け
たので、およそ６０歳頃で肝臓がんということになります。この
ころには肝臓の治療法がなかったのでどうしようもありません

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

34 名

18 名

52 名

52 名

100.00%

本日

42 名

－

42 名

52 名

80.76％

でしたがそれでも何とか希望は持っていました。
私の４０代はそ
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＜本日のプログラム＞お祝い
◎会員誕生日

新会員入会

新井 典仁さん
(有)高山自動車板金
代表取締役

内田 幸洋

４．１７

斎藤 章 ４．３０

下屋 勝比古

交換学生来訪

４．１３

エリザベス・
クレア・コックス

寺田 昌平４．６( 当日欠席 )

◎夫人誕生日
新田 敬義

悦 子 さん

４．１２

斎藤

章

厚 子 さん

４． ５

蜘手 康介

百合香 さん

４．２７

向井 公規

祐 子 さん

４．２２

東

ひろみ さん

４．２６

庄豪

会員スピーチ

古橋 直彦

◎結婚記念日
挾土 貞吉

Ｓ４２．４． ７

菱川 正臣

Ｓ４２．４．２４

脇本 敏雄

Ｓ４６．４．１０

田中 晶洋

Ｈ ６．４．１６

井上

Ｈ１０．４．２１

正

井辺 一章
皆さん、こんにちは！今日は

◎出席表彰

順番で自分の思いを話すように
野戸

と米澤幹事さんから申し付けら

守

れました。一寸、会員数にふれ

２１年

て話をしてみたいと思います。
平成１０年７月に入会させて
いただきました。現会長の折茂
さんが３月に入会され､現幹事の米澤さんが１２月に入会され、
会
員数は６２名になりました。当時の西ＲＣは素晴らしく勢いがあ
山下 明

２年

ったと思います。

◎在籍周年記念表彰
なし
◎３ヶ月表彰
・内田 幸洋 ・河尻 浩次 ・斉藤
・田近

毅 ・野戸

章

守 ・門前庄次郎

・阪下 六代
・山下

明

※1998 年(H10)12 月 過去最高

1998 年(H10)

６２人

2006 年

４７人

1999 年

５８人

2007 年

４９人

2000 年

５７人

2008 年

４７人

2001 年

６０人

2009 年

４７人

2002 年

５６人

2010 年

４７人

2003 年

５４人

2011 年

４５人

2004 年

５３人

2012 年

５０人

2005 年

５１人

2013 年

５２人
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世の中の変動等々色々あり、２００６年（Ｈ１８年）には、
ついに５０人を割り４７人に減少してしまいました。斉藤さ
んと会長、幹事をお受けした時は、なんと４０人になり、会
計まで思うような予算がたたず、過去の実績についていけな
いと言うことで斉藤さんへ訴えました。現在の年間行事計画

●挟土 貞吉さん
桐生町の新井君、入会おめでとう。
内田幸洋さん、大所帯の桐生町町内会長この一年ご苦労様です。
●井上 正さん

をスムーズに実行しようとすれば５０人以上会員がほしいと

新井典仁さんの入会を歓迎いたします。同期の方が増え、心

思います。昨年会員増強での阪下さんはじめ委員、新会員様

強く思っております。これからもどうぞ宜しくお願いします。

からの御協力に心から御礼を申し上げます。ありがとうござ

今日は就職ガイダンス参加のため早退させていただきます。

いました。

●山下 明さん
４月２１日の地区協議会１７名のご参加ありがとうございま

田中 武

す。バスでの行き帰りを有意義にしたいと思います。また岐

最近出席率が悪くなってき

阜での夕食期待して下さい。

ています。
私が入会した頃は、

●河尻 浩次さん

もっと良かったような気がし

来週１０日(水) ｢はなまるマーケット｣で『スーパーひだ１

ます。私自体は、今現在も出
席率は良い方だとはと思いま

号』が紹介されますので、皆さん是非見て下さい。よろしく

すが、その頃は同期生も沢山

お願いします。ＴＢＳの薬丸の司会番組です。

いた精も有り、余り抵抗も無
く出席しました。その頃は先輩諸氏も、沢山見えて話がしに
一期一会

くい人も見えれば、そうでない人も見え、この人とはどう付
き合えば良いのかなとか、今でもそれは常に心がけています。
十人十色と言う言葉が有ります。せっかくロータリーに入会
して何の為に居るのかな？では駄目だと思いますが、今一度
ロータリーの基本に乗っ取り自分を活かすきっかけを自分で
見つけることではないかとは思いますがどんなものでしょう
か？今私が感じているのは、若い人達が先輩たちに話しがし
にくい？一方的に聞いているだけ？意見が言いにくい？それ
と景気も確かに悪いと言うことも有り、色々の要素が有ると
思いますが、ロータリーのことばかりでなく、娑婆ごとでも
何でも私は良いと思いますが、中には怖い顔をして見える方
も見えますが、決してそんなことはありません。皆さん良い
人ばかりです。さすがロータリーアンです。楽しくなければ
ロータリーでは有りません。面白いことを教えて下さい。皆
で考えて皆で楽しみましょう。

下屋

勝比古

仲間にいれていただいて早いもので1 年4 ヶ月がすぎました。
一度限りの出会いではなく、毎回の例会に参加したくさんの
知識や経験のお話を聞かせていただき、貴重な時間を楽しく過
ごしています。今までいい気になっていたことが恥ずかしく思
うようなことに気がつきます。
仕事上、立場の弱い方に接しますが、言葉がけ一つで良くも
悪くもなります。また、多くのスポーツ選手に接するとき、選
手一人一人への声かけを悩みますが、先輩に声をかけていただ
きた一言が選手へのエールとなって生きたことがあります。
ずっとトップにいた選手が選考会でまさかの失速で落選しま
した。真面目すぎる選手が力道理に活躍できないとき、どう声
をかけたらいいでしょうか？接戦の試合中レッドカードで会
場の外に出た選手に何を語りますか？
人のためにやり抜く姿勢は変わらず、これからも諸先輩の話を
聞きながら出会いを楽しみにしています。

＜ニコニコボックス＞
一期一会

●折茂 謙一さん
①本日は新井典仁さん、高山西ロータリーに入会していただ
いて有難うございます。

大村

貴之

平成２４年２月に入会して 1 年。ロータリアンとしてまだま
だ分からないことが多く何もできない自分がいます。しかし、

②交換学生のエリザベスさん、御来訪有難うございます。

たくさんの先輩方にご指導や励ましの言葉をかけていただい

●米澤 久二さん

たお蔭で今まで続けてこられたのだと思います。そして、自分

新井さんの入会を歓迎します。これからクラブの中で大活躍

が今出来ることは、例会・行事に出席することだと考えていま

して下さい。本日のスピーチ、古橋さん、井辺さん、田中武

す。

さん、よろしくお願いします。
●新田 敬義さん、小林 勝一さん、堀川 和士さん、
垂井 政機さん、田中 正躬さん、塚本 直人さん
本日より(有)高山自動車板金の新井典仁さんが入会されまし
た。心より歓迎いたします。若い力で高山西ＲＣを盛り上げ
て下さい。一緒に楽しみましょう。

入会時、
『健康』
『会社』
『家族』すべてが良くないと続けて
いくことが出来ないと教わりました。健康管理に気を付け、家
族・従業員に感謝し、ロータリアンとして少しずつ成長できる
よう努力します。
最後に、私を高山西ロータリークラブに誘ってくれた先輩方
に感謝し、皆さんとのご縁を大切にしたいと思います。
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