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WEEKLY REPORT
高山中央ロータリークラブ
2017～2018 年度 高山中央 RC 会長テーマ

「いま結束のとき！目指そう、新たなる境地!!」
◆会長

中田 專太郎

◆幹事

谷口 欣也

◆会報委員長 大原 誠

創立 1991 年 5 月 20 日
◇事 務 局

＜出席報告＞

高山市本町１－２

会員数

出席会員

出席

Make-up

会長支持率

本 日
1166 回

56 名

56 名

48 名

－

85.71％

前々回
1164 回

56 名

56 名

40 名

3名

76.79%

飛騨信用組合本町サテライト出張所 ３階
TEL：0577-36-0730/FAX：0577-36-1488
◇例 会 場 ひだホテルプラザ 3Ｆ/TEL：0577-33-4600
◇例 会 日 毎週月曜日 PM12：30～
◇ホームページ

◆会報担当 松之木 映一

http://www.takayamacrc.jp/

＜点 鐘＞
＜ロータリーソング＞
＜四つのテスト＞

会長

中田 專太郎
奉仕の理想

＜本日のゲスト＞
特定非営利活動法人

＜会長の時間＞

ほのぼの朝日ネットワーク
理事長 高井 道子 様
会長

中田

專太郎

先月の 12 日に 94 才で母親が亡く
なりました。
そんな時にこのようなテーマでは
不謹慎なのではないかと思うと同
時に、だからこそそんなことを考
えてしまうのかも知れないとも思
いながら、お話しするワケです
が・・・。
長野県に小布施という町があります。栗菓子が有名でもあ
り、何度か行ったことがあります。
小布施に向けて長野自動車道を走っておりますと、途中に
姨捨（おばすて）というところを通ります。
そこには冠着山（かむりきやま）またの名を姨捨山（おば
すてやま）という山があります。姨捨伝説があるわけです
が、それを題材にした「楢山節考」（ならやまぶしこう）
という深沢七郎（ふかざわしちろう）の小説を読んだこと
があります。
作中の村には、70 才になると「楢山まいり」と申しまし
て、息子か誰かに姨捨山に連れて行って貰らう風習があり、
作中の「おりん」も、ひとり息子の辰平（たっぺい）に自
ら望んで、それを実行しようとします。片や隣のおりんと
同い年の「又やん」は、姨捨山へ行くのを何とか阻止出来
ないものかと、暴れまくるのです。
勿論、生への執着は、生きる者の本能であり、何ら非難さ
れるものではない筈ですが、死に行く者も自らの生への執
着を断ち切ることで、残されたものの生を維持しようとす
る・・・、とこれ以上はネタばらしになるので、申し上げ
ませんが、小説が発行されてからは、非常に注目され、世
界的にも翻訳されているようであります。
これまでに、2 本の映画化がされていて、一つは、木下惠
介監督、おりん役が田中絹代のものと、もう一つが、今村
昌平監督、おりん役が坂本スミ子のものです。私は木下恵

介の作品を観ました。
歌舞伎の様式で映画が始まり、邦楽や長唄が流れる中での、
オールセット撮影という、如何にも取っ付きにくい展開な
のですが、最後まで観ていると、この様式の意図するとこ
ろが判然とし、効果が覿面に現れて来る、という素晴らし
い映画なのですが、やはりネタばれになりますので、詳し
くは申し上げません。
ただ、考えさせられることが本当に多い名作だと思います。
是非ご覧になってください。
さて、本日は後ほど髙井道子様に「認知症の今の現状や取
り組みについて」というテーマで卓話をいただきます。
今程の「楢山節考」と結び付けるわけでは勿論ありません
が、現今、高齢者介護の在り方という問題が大きくクロー
ズアップされております。
興味深く聴かせてもらとうと考えておりますので、どうか
よろしくお願い致します。

＜幹事報告＞

幹事 谷口

欣也

◎ＲＩ本部より
・ザ・ロータリアン誌 3 月号・4 月号
◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
・4 月ロータリーレートのお知らせ 1＄＝104 円
・2017-18 年度地区大会記録誌
・学友だより
・財団ニュース 4 月号
・2019-2020 年度夏季派遣学生募集のご案内
・次期会員増強研修セミナー開催のお知らせ
日時：5 月 26 日（土）11：00～15：30
会場：岐阜グランドホテル
登録料：8,000 円
出席要請者：現・次期 各会長 幹事 増強委員長
◎国際ロータリー第 2630 地区
ガバナーエレクト事務所より
・地区研修・協議会の交通等のご案内
◎米山梅吉記念館より
・館報 2018 春号
・春季例祭のご案内
・賛助会ご入会のお願い
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〇国際ロータリー第 2630 地区
濃飛グループ次期ガバナー補佐より
・次期会長幹事懇談会開催のご案内
日時：5 月 26 日（土）13：45～16：30
会場：角正
登録料：10,000 円
〇高山ロータリークラブより
・例会変更のお知らせ
4 月 12 日（木）18：30 夜例会
高山信用金庫本店
5 月 3 日（木）休会 法定休日
5 月 31 日（木）休会 定款により
〇下呂ロータリークラブより
・例会開催曜日変更のお知らせ
7 月より 例会日：火曜日
＜飛騨信用組合総務部より＞
・春の高山祭り・夜祭り・花見会のご案内
日時：4 月 14 日（土）17：30～
会場：飛騨信用組合本町サテライト出張所
２階ラウンジ
＜会報＞
・美濃加茂ＲＣ
・可茂ＲＣ
・高山ＲＣ
＊台湾東部地震災害義捐金 48,000 円
振り込みました。
＊ポリオ募金 135,697 円 振り込みました。

＜社会奉仕委員会＞

委員長

井ノ下

雄志

本日は社会奉仕委員会担当例会で、
講師に高井道子様をお願いし、認
知症の現状などについてお話して
頂きます。

＜卓 話＞
公益社団法人 認知症の人と家族の会
岐阜県支部 副代表世話人 高井 道子

様

「認知症の現状や取り組みについて」
本日は認知症についてお話させていただきます。
＜認知症とは？＞
脳は、人間の活動をコントロール
している司令塔です。
認知症とは、加齢やいろいろな原
因で脳の細胞が死んでしまい、脳
の司令塔の働きに不都合が生じ、
様々な障害が起こり、生活するう
えで、障害がおよそ 6 ヶ月以上継
続している状態を指します。
「認知症にならない、なっても安心して暮らせる地域をつ
くろう」これを目指して、認知症の人と家族の会は、赤ち
ゃんから高齢者まで安心して暮らせる地域づくりに取り
組んでいます。
ＮＰＯ法人ほのぼの 朝日ネットワークは、平成 15 年 1
月に認証され、活動をさせて頂いています。当クラブの新
井信秀さんには、色々とお世話になっています。
認知症の人が増える中で、認知症に関する啓蒙活動や支援
者が認知症についての理解が進んでいない状態があり、本
人やその家族の支援が必要とされています。人への優しさ、
老いへの寄り添い、認知症になっても安心して暮らせる社
会を作っていけるよう、地域住民が本人と家族と共に、少

しずつ楽しみながら交流する場が認知症カフェです。
高山ではオレンジカフェを(4・8・1 月を除く)毎月 15 日
午後 1：30～3：00 まで開いています。
高山市内のグループホームでは、普通に暮らしていて、皆
で協力しながら、できる事は自分でやり、外出は楽しんで
どこへでも出かけ、歌や絵で人を楽しませたい、と生きが
いになる支援活動もしています。
さて、質問をしたいと思います。
今日、朝ご飯を食べましたか？
食べた、食べないが記憶になければ、その人にとって事実
でないのです。
脳の細胞が壊れることによって、直接起こる症状が中核症
状です。
中核症状とは、記憶障害、見当識障害、理解・判断力の低
下・実行機能の低下、失語・失認・失行、感情表現の変化
など、周囲で起こっている現実を正しく認識できなくなる
症状です。
認知症は、9 つの法則で理解できます。
杉山孝博医師がまとめた「認知症をよく理解するための 9
大法則」を紹介します。
〔第 1 法則〕記憶障害に関する法則
〔第 2 法則〕症状の出現強度に関する法則
〔第 3 法則〕自己有利の法則
〔第 4 法則〕まだら症状の法則
〔第 5 法則〕感情残像の法則
〔第 6 法則〕こだわりの法則
〔第 7 法則〕作用・反作用の法則
〔第 8 法則〕認知症症状の了解可能性に関する法則
〔第 9 法則〕衰弱の進行に関する法則
認知症の方の言動には、本当に悩まされますが、認知症の
人の立場に立って、それを理解して対応すれば介護者の苦
労も軽くなります。
認知症の人が築いている世界を理解して尊重しましょう。
認知症の人に接するには、本人が「自分は周りの人から認
められている」「ここは安心できる場所」と感じられるよ
うな環境を作ることが大切です。認知症は、この世にある
病気の症状の一つです。理解して温かく支えてくれれば明
るく暮らせます。「認知症になっても大丈夫」な地域づく
りをご一緒に！
ご清聴ありがとうございました。
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＜４月のお祝い＞
＜会員誕生日＞
松之木 映一
剱田 廣喜
大原 誠
鶯塚 英雄
＜夫人誕生日＞
西倉 良介

Ｓ２５年
Ｓ２４年
Ｓ３０年
Ｓ２９年

淳子

４月 ７日
４月１８日
４月１８日
４月２６日

４月

＜結婚記念日＞
二木 公太郎
下田 徳彦
清水 幸平
岩本 正樹
橋本 修
中田 学

Ｈ２６年
Ｈ１１年
Ｓ５６年
Ｓ６１年
Ｓ４９年
Ｈ ４年

４月 ３日
４月 ４日
４月 ５日
４月 ６日
４月 ７日
４月１１日

８日

＜ニコニコＢＯＸ＞
特定非営利活動法人 ほのぼの朝日ネットワーク理事長
高井道子様のご来訪を心より歓迎致します。後程卓話をよ
ろしくお願い致します。
理事役員一同

先月は妻の誕生日にお花を頂きありがとうございました。
おかげでとてもステキな一夜を過ごすことが出来ました。
久々野 国良

ほのぼの朝日の高井様、いつもお世話になっております。
ご来訪を歓迎致します。本日は、卓話をよろしくお願いし
ます。
新井 信秀

昨日は、歯科医師会のゴルフで還暦コンペをやって頂きま
した。4 か月ぶりのゴルフで雪も降ってきてどうなるのか
と思いましたが準優勝しましたのでニコニコへ。頭の中で
は、外遊モードの周先生には練習しなくてもまだまだ負け
ないと確信しました。
高木 純

誕生日には、美しいお花を頂きまして本当にありがとうご
ざいました。春祭りが近づいてまいりました。なかなか、
例会出席が叶わず申し訳ありません。感謝とお詫びにてニ
コニコへ。
海老沢玲子
4/4 の結婚記念日にはキレイなお花を頂きありがとうご
ざいました。
下田 徳彦
先月は、結婚記念日・妻の誕生日と 2 回もお花を頂きまし
てありがとうございます。当然、花の水替えは私の担当で
すが、まだ咲いています。ありがとうございました。
小出 貴博

50 年間付き合った愛しい友とも先週手術をしてお別れす
ることが出来ました。しばらく円座とお友達です。
三枝 祥一
昨日のはぐるま会で、4/2 のゴルフ練習会での島さんのご
指導のお陰で優勝することが出来ましたのでニコニコへ。
大原 誠
いつもご苦労様です。

内田

茂

