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＜会長の時間＞
昨年の夏は全国的にも、高山において
も台風被害や水害の多くあり、その機
会にと防災の話を少しさせて頂きま
した。その後も何回かは話をさせて頂
きたいと思っていましたが、振り返る
と一度も話をせずに年度末を迎えそ
うなので、今日は二回目地震の話をさせて頂きたいと思います。
地震は予報がまだまだ難しいようで、いつ起こるのか分らないの
が現状です。それ故日頃の備えがより大切に思います。
日本は新潟・静岡を境に東の「北米プレート」西に「ユーラシア
プレート」に乗っています。それが太平洋側までせり出し、東の「太
平洋プレート」西の「フィリピン海プレート」とぶつかり合ってい
ます。そのぶつかり合っている処が、トラフと呼ばれている浅めの
海溝で南海・東南海・東海・相模トラフと言われている処です。こ
の海側のプレートは陸側のプレートを引っ張りながら、年に数セン
チ沈み込んでいます。そして陸側のプレートに限界が来たとき、大
きく反発し大地震となります。これが「海溝型大地震」と言われて
いて、よく耳にする南海トラフ大地震です。これは 100～150 年周
期と言われています。そして南海（昭和南海地震 1946 年）
・東南
海（昭和東南海地震 1944 年）地震が起きてから 70 数年、東海地震
（安政東海地震 1854 年）から 160 年起きていないとの事で、い
つ起きてもおかしくない状況であると言う事です。
気象庁のホームページを見ますと飛騨あたりでも 5 強・弱の予想
がされています。飛騨にも多くの活断層が走っていますので、それ
が刺激されて増幅される可能性もあると言う事です。
ただはっきりといつ起きるのかは、予想出来ないのが現状です。
では私達は何が出来るのかと言うと、まずは身の回りの備えではな
いでしょうか。阪神・淡路大震災の時亡くなられた方（6400 人）
の８割が家屋の倒壊や、家の中の家具等による圧死」だそうです。
皆さんのお家は大きな地震でもなかなか倒れる事は無いと思いま
すが、家の中にあるタンスや食器棚、冷蔵庫などは十分に凶器にな
ります。寝ている間にタンスが倒れて来た、また食事中に食器棚や
冷蔵庫が襲ってくる等の事が無いように、固定する、位置を変える
等備える事が大切に思います。
皆さんのお手元に「家庭内ＤＩＧ」のやり方のチラシを配らせて
頂きました。Ｄ（Disaster）
Ｉ（Imagination）Ｇ（Game）の略で本来はそれぞれ住んでいる
地域で、日頃の危険個所は無いか、災害の時避難所までどう行けば
良いかなど、地域の皆さんでシュミレーション訓練する事です。地
域で開催された折には、是非参加頂きたいと思いますし、「家庭内
ＤＩＧ」はその家庭版です。 地震などの災害のシュミレーション
を行い、家具の配置の見直しや、固定化などご家族で一度話有って
頂く事が大切に思います。

門前 庄次郎
田中 正躬
黒木 正人

｢おなじ星を見ていた - ギアリンクスの架ける虹-｣より
青き山
内田 新哉

＜幹事報告＞
◎地区ロータリー財団部門委員長より
・2019-20 年度地区補助金支給内定の通知
支給予定額 ＄10,580.00
◎ガバナーより
・2019 年規定審議会報告会のご案内
日
時
5 月 25 日（土） 15：00～15：45
会
場
岐阜グランドホテル
出席要請者
現・次期 会長幹事
◎はぐるま会会長より
・第 192 回はぐるま会開催のご案内
日
時
6 月 9 日(日)
12：29 スタート
場
所
飛騨高山カントリークラブ
表彰式懇親会
洲さき 18：30～
会費
8,000 円
◎高山・デンバー友好協会より
・平成３１年度総会資料 拝受
◎高山市都市提携委員会より
・平塚七夕まつり市民ツアーの開催について（ご案内）
期
日
７月５日（金）～
６日（土）
＜受贈誌＞
台北市松年福祉會（玉蘭荘だより）
、(財)比国育英会バギオ基金
（バギオだより Vol.72）
、社団法人高山市文化協会（広報高山の
文化）

＜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

1名

35 名

40 名

87.50%

本日

31 名

－

31 名

40 名

77.50％

＜本日のプログラム＞
お祝い
◎会員誕生日
塚本 直人
５． ７
◎夫人誕生日（当日、ご自宅へ花束をお届け）
塚本 直人
智 子 さん
山下 直哉
理 恵 さん
萱垣 敬慈
真 美 さん

インスピレーションになろう

５．１３
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◎結婚記念日
折茂
井辺
斎藤
堺
新井
高桑
中林
◎出席表彰

伊藤 松寿

謙一
一章
章
和信
典仁
光範
康弘

本日は、訪日外国人観光客の高山赤十字病院の受け入れについ
て、お話しします。

Ｓ３８．５． ６
Ｓ５２．５．１２
Ｓ５６．５．２５
Ｓ６１．５．１８
Ｈ１４．５．２５
Ｈ ３．５．１８
Ｈ１２．５． ７

３４年

米澤 久二

１９年

田中 正躬
４年

杉山 和宏
４年

◎在籍周年記念表彰
なし
◎３ヶ月表彰
・伊藤 松寿
・井辺 一章
・杉山 和宏
・田中 武

・鴻野 幸泰 ・下屋 勝比古
・田中 正躬 ・米澤 久二

国際奉仕委員会
委員長
塚本 直人
本日は国際奉仕委員会担当例会です。
飛騨高山を訪れる外国人旅行者は年々
増えており、それに伴ってけがや病気で
医療機関を受診される訪日外国人の数
も増えています。本日は高山赤十字病院
の竹中勝信副院長をお迎えし、実際の訪日外国人の医療現場の様子
等をお話ししていただきます。

平成３０年のデータでは外国人の受信状況は３０か国以上の国
や地域の人たちが高山赤十字病院にいらしています。訪日外国人の
分類と受診の特徴はレジュメをご確認ください。最近で医療ツーリ
ズムでの来日も増えていますが、高山赤十字病院では受け入れはし
ていません。日本の医療における問題点は医療通訳の必要性や未払
金の発生、同意書の取り付け等が主な問題点と捉えています。

高山赤十字病院 副院長 竹中 勝信 様

インスピレーションになろう
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現在、安倍内閣の厚生労働省、経済産業省、観光庁が医療の国
際化の枠組みについて取り組み始めています。２０１４年に高山赤
十字病院では「おもてなしプロジェクトチーム」を発足し、体制整
備を開始しました。２０１７年には回覧いただいている「外国人患
者対応マニュアル」を編集しました。

訪日外国人は３０００万人を上回り、安倍総理の目指す６００
０万人規模となると、現在の体制では不十分となるでしょう。私は
飛騨高山を、世界の多くの言語で安心して、医療が受けられ、そし
て定住する外国人が多くいる街にしたいと思っています。それはア
メリカのボストンです。そうなれば本物の国際都市になるでしょう。

●住田 泰典さん
竹中先生のご来訪心より歓迎申し上げます。お話楽しみにしていま
す。大
●内田 幸洋さん
今日配布されましたガバナー月信に｢一年を振り返って｣の拙い文
章が載っています。ぜひお読み下さい。
●岡田 贊三さん
先日ヤバイ瞬間ＴＶに出てしまいました。
●遠藤 隆浩さん、鴻野 幸泰さん、垣内 秀文さん
先日のテレビニュース岡田さんと大塚久美子社長とのツーショッ
ト大変素敵にテレビに映っていました。
●米澤 久二さん
税理士会の高山支部の事務局を 16 年間務めて参りました。本日の
総会が最後の仕事となります。どうにかなんとか無事卒業できます
のも支部会員の皆様のおかげであります。卒業を感謝しニコニコし
ます。
●中林 康弘さん
先日結婚記念日のお祝いを頂きありがとうございました。10 連休
からずっと花粉症か黄砂か分かりませんが今日まで鼻・ノドが調子
悪いこの頃です。皆様もお気を付け下さい。
●下屋 勝比古さん
ＧＷの疲れも癒えていませんが今日は幼児相撲教室へ行きますの
で早退します。
●大前 克秀さん
全国古民家再生協会の月刊誌｢ジャパトラ｣を机の上に置かせてい
ただきました。読んでいただければ幸いです。
●伊藤 松寿さん､岡田 贊三さん､平 義孝さん､斎藤 章さん､
遠藤 隆浩さん､鴻野 幸泰さん､垣内 秀文さん､田中 晶洋さん､
新井 典仁さん､黒木 正人さん､
令和元年おめでとうございます。本日は令和時代最初の例会です。
宜しくお願いします。

＜ニコニコボックス＞
●門前 庄次郎さん、田中 正躬さん
本日ゲストとしてお忙しい中お越し頂きました、高山赤十字病院
副院長 竹中 勝信 様ようこそお越しいただきました。後ほどの卓
話楽しみにしております。宜しくお願いします。来週はいよいよ飛
騨高山高校のインターアクト部との合同｢スカイパーク遊歩道｣の
整備事業です。晴れる事を祈りたいと思います。また見ていただく
だけでも大丈夫です。出来る形で多くの参加をお願いします。
●塚本 直人さん
本日は国際奉仕委員会の担当例会です。竹中 勝信高山赤十字病院
副院長をお招きし、訪日外国人に対しての医療の現場の様子等をお
話しいただきます。高山市との連携協定の際にもご尽力いただき感
謝しています。お話がとても楽しみです。
●田近 毅さん、斎藤 章さん
高山赤十字病院 副院長 竹中 勝信 先生のご来訪を歓迎申し上げ
ます。卓話を楽しみにしております。
●折茂 謙一さん
竹中先生本日はようこそ。楽しみにしています。
●阪下 六代さん
竹中 勝信先生のご来会を歓迎申し上げます。いつも大変お世話に
なっております。卓話を楽しみに拝聴させていただきます。
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