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本日の行事予定 (2015 年 12 月 4 日) 

第 3040 回例会 

卓話担当：河西あつ子君 

講  師：津島市医師会 

在宅医療サポートセンター 

コンダクター 近藤剛弘氏 

演  題：「在宅医療サポートセンターについて」 

 
先回の記録（例会） 

第 3039 回 ’15 年 11 月 27 日（金）晴れ 

卓話担当：浅井賢次君 

演  題：「私と社会奉仕」 

ストレッチ体操 山田章博君 
ロータリーソング 「津島ロータリークラブの歌」 
ソングリーダー 伊藤哲朗君 
会 員 総 数  67名    11月 6日例会分訂正 
出席免除会員  21名    欠 席 会 員    11名 
本日出席会員  51名    MAKEUP会 員    10名 
本日の出席率  76.12％  訂 正出席 率    100％ 
超 過 報 告  三谷栄一君、山本達彦君、浅井彦
治君、前田昭生君、宅見康悦君、安江正博君、加
藤則之君、吉田康裕君、幅辰雄君、服部貴君、伊
藤哲朗君、稲垣宏高君、寺島淳一君、堀田力男君、
篠田廣君、大河内勝彦君、高木輝和君（第 6 回役
員理事委員長会議）、高木輝和君、宅見康悦君、
寺田晏章君、篠田廣君、鈴木吉男君、安江正博君、
三谷栄一君、浅井彦治君、山本達彦君、田中正明
君（パスト会長会議） 

 
会長挨拶 

三谷栄一会長 

本日は、徳川家康と健

康について紹介したいと

思います。 

家康は、若いころは引

き締まった体でしたが、

天下人になって肥満にな

って、自力で帯を結べず、

いつも侍女に手伝わせていました。太っているわ

りには寒がり屋でした。家康は健康オタクではな

いかと思われるほど養生に身を入れ、二人の先輩、

信長と秀吉の哀れな死にざまをつぶさに知り、最

後に勝利するのは長生きであるとつくづく思いま

した。 

家康は律儀(りちぎ)で慎重でしたから、健康法も

その性格を反映しまた。食べ物は必ず火を通す、

生水は飲まない、タバコは吸わない、刺身など生

ものは新鮮なものに限る、野菜や果物は旬のもの

しか食べない、梅毒や淋病を避けて遊女は近づけ

ない、側室は容姿より健康で安産タイプの女性を

選んで、19人の側室(そくしつ)に 19人の子を生ませ

ることができました。還暦の前後に義直(よしなお)、

頼宣(よしのぶ)、頼房(よりふさ)と男の子 3 人を授か

り、それぞれ尾張・紀州・水戸の御三家を成立さ

せました。また、66歳のとき市姫(いちひめ)という

女子をもうけるほど精力は旺盛でありました。 

家康は若いころから医学に対して異常なほどの

関心を持ち、独特の医学観を持ち、むしろ自分の

侍医たちの考えの浅さを笑うほどでした。さらに

また、家康は 17世紀初頭の人間でありながら、運

動が健康のもとであるということを体験的に知っ

ており、しかもそれが彼の日々の生活規律にまで

なっていました。鷹狩りが大好きで、晩年はもっ

ぱらこれに興じています。鷹狩りは朝早く起きる

から「朝食の味もひとしお快く、ぐっすり眠れる」

これこそ良薬よりはるかに勝る養生であると言っ

ています。鷹狩りは家康にとって体力を維持し、

ストレスを解消する最高のレジャーだったのです。

いわば、現代のゴルフに相当する楽しみと言える

でしょう。食事は質素を旨とし、三河特産の八丁

味噌を好んで食べていました。 

家康は医薬に強い関心をもち、みずから多くの

薬を調合しました。近臣(きんしん)が風邪をひいた

り腹をこわしたりすると自家製の薬を分け与えた

から、「御医師家康」と陰口をたたく者もいまし

た。当時の医師は血や汚物に触れる不浄者と一段

低くみられていて、武士の鑑たる大御所(おおごしょ)

のなさることではあるまいと快く思わなかったの

です。家康は晩年、多くの侍医を召し抱えました。
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京都から呼び寄せた片山宗哲(かたやまそうてつ)、吉

田宗恂(よしだそうじゅん)、施薬院宗伯 (せやくいんそう

はく)、半井瑞策(なからいずいさく)といった本道（内

科）の医師たちです。     

家康は自分の医療研究に絶大な自信をもってい

ましたから、腹の底では彼らを信用していません

でした。壮健を誇り、健康管理に怠らなかった家

康だが、人生の最後にきて思わぬ落とし穴にはま

りました。 

75歳の時、駿府近郊で鷹狩りをし、狩場(かりば)

から帰ると商人・茶屋四郎次郎(ちゃやしろうじろう)

から「いま上方では鯛をゴマ油で揚げ、ニンニク

のすりおろしとネギをかける料理が流行しており、

大変美味でございます」とすすめられ、鯛のテン

プラを 5 枚ほど食べ、その夜は狩りの疲れですぐ

に寝ついたが、夜中、にわかに腹痛を覚え、痰も

詰まって気分が悪くなり、侍医の片山宗哲(かたやま

そうてつ)が診察すると腹中にしこりを触れたので

癪（さしこみ）と診立てました。だが家康は、「いや、

ちがう、寸白(すばく)がぶり返したのじゃ」と決め

つけました。腹痛は、条中症(じょうちゅうしょう)の

再発と自己診断したのでした。そこで宗哲(そうて

つ)が調合した癪(さしこみ)の薬を服用せず、寸白に

効き目のある自家製の万病円(まんびょうえん)を勝

手に飲んで侍医をてこずらせました。 

日ごろ養生には細心の注意を払い、医療オタク

だった家康が、おのれの医療知識を過信するあま

り、人生の最後にきて腹中の固まりサナダ虫と誤

診したのは皮肉でありました。重大な病気を見落

としたばかりでなく、毒性の強い薬を飲みすぎて、

命をちぢめてしまいました。家康はまだ幼い 3 人

の息子の行く末や、孫の家光が将軍職につく姿を

見届けて死にたいと望んでいたと思います。それ

には、なんとしても、病を治そうと自慢の万病円

を飲みつづけていましたが、その執念がかえって

死期を早めることになり、侍医たちの言うことを

聞いていれば、あと 3 ヶ月や半年は命を永らえる

ことができたと思われます。 

私は、主治医の指示に従って、きちんと薬を飲

むことが、大事だと思いました。 

 
幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 12 月 2 日 (水) 、18

時よりレストラン天

王佐屋本店にて職業

奉仕、会場合同委員会

が開催されます。メイ

クアップ対象です。 

2. 本日、来年 1月の新年

初例会、ならびに新年懇親会の案内を配布いた

しました。土曜日開催となりますが、宜しくお

願い致します。 

3. 次週 12 月 4 日例会終了後、役員理事委員長会

議が開催されます。該当者の方はよろしくお願

いします。 

4. 12月のロータリーレートは 1ドル＝120円です。 

 
ニコボックス報告 第 3039回分 

加藤隆朗ニコボックス委員 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副会

長、山本達彦幹事 ①浅井賢次

君、本日の卓話よろしくお願い

します。②今週になって寒い日

が続いております。お体にお気

をつけください。 

伊藤哲朗君 伊藤幸蔵副会長

の代理をつとめます。 

浅井賢次君 本日卓話を担当させていただきます。

よろしく。 

浅井彦治君 ①ＲＬＩの研修を無事終了いたしま

した。②本日の卓話、ガマンしておつきあいくだ

さい。 

松崎安孝君 浅井賢次さんの卓話、楽しみにして

います。 

住田正幸君 眼がよー見えんけど、頑張って出席

報告をさせてもらいます。 

吉田康裕君 会員増強でメンバーの皆様にお世話

になっています。 

余郷利彦君 寒くなってきました。皆さんお体に

気をつけてお過ごしください。 

滝川林一君 アメリカ西部のハイキングから無事

帰りました。自然を満喫して、また山が好きにな

りました。 

宇佐美三郎君 いつもありがとうございます。 

佐藤雅彦君 今日も元気にガンバっています。 

大河内勝彦君 田中さんにインチキバッジはダメ

だと言われ、ペナルティを払います。 

岡本康義君 長男が松崎先生にお世話になりまし

た。いつも気にかけていただき、ありがとうござ

います。 

河西あつ子君 伊藤基さんにお世話になりました。 

矢田潔君、伊藤祥文君 ウィークリーに写真が載

りまして。 

加藤隆朗君、生田達一君、八谷潤一君、山田章博

君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：浅井賢次君 

演  題：「私と社会奉仕」 

 

1. 尾張津島天王祭は昔

から遠くの人が見物

に訪れ、特に宵祭りは

毛織業界のご寄付な

どで、ドスンと腹に応

える大きな花火、ナイ

ヤガラの滝の仕掛け
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花火など盛大でした。祭の終わった後、帰宅

困難な観光客に私が初めての社会奉仕をする

ことができました。小学 2 年と 3 年の時、父

に連れられて兼平町で結成された北振会に参

加したことです。市内の寺院本堂をお借りし、

それぞれ道案内し雑魚寝ですが、そこで一夜

を明かしていただき、大変喜ばれました。津

島町史によりますと、毎年約 3000人の人が利

用されたとの記述がありました。後日、長野、

静岡、新潟の方などより礼状が舞い込みまし

た。人に尽くすこととはこんなに楽しいもの

かと痛感しました。 

 

2. 出征兵士留守家族の稲刈り奉仕 

中学 1 年生から本格的な社会奉仕が始まりま

した。皆さんと比べると勉強する機会が少な

くなり、お恥ずかしい限りですが、基礎知識

は半分以下です。戦後になってやっと勉強が

できるようになりました。当時戦況が太平洋

戦争に移行し、周囲からは多くの人たちが戦

地へ出征し、残された家族は大変でした。そ

の留守家族の家の田んぼの稲刈りなど勤労奉

仕に出掛けました。 

     

3. 津島中学校(現津島高校)南側運動場造成工事 

中学 2 年の時、

全校生徒で土

をリヤカ－で

運び運動場を

作りました。 

 

 

 

 

 

4. 甚目寺・清須飛行場建設 

中学 2 年生の時、甚目寺駅から北へ、今の五

条高校の方面へ飛行場の建設に毎日出掛けま

した。Ｂ29米爆撃機迎撃のため作りましたが、

約半年で終戦になり、現在は、元の農地へと

開拓され昔日の面影はありません。お国のた

めとはいえ、学業を捨て重労働で頑張りまし
た。 

 

5. 甚目寺・河村重工業所・軍需工場で飛行機の

ガソリンタンク製造 

津島高校 110年

史 36 頁に「始

めは食糧増産

の手伝いだけ

だったが、戦局

の悪化ととも

に 4月 7日から

津島・甚目寺に

軍需工場に出動する。10月には遂に名古屋の

大工場にまで挺進するに至った。尚、飛行場

の整地、水道工事、金属回収と県命令のまま

働いて職員、生徒の負担は重かった」と記述

されています。 

私も中学 3 年生から毎日河村重工まで飛行機

のガソリンタンク製造に勤労動員されました。

当時電車は 2 両で、前は津島女学校の女子生

徒、後ろは津島中学の男子生徒、駅から工場

まで 40 分歩くのも同じで前後中央に教官が

監督し目を光らせていました。ある時友人が

女学生にラブレターを渡したのが見つかり、1

週間の謹慎処分を受けました。今ではお笑い

になると思いますが現実です。 
 

6. 在外同胞救出学生同盟 

一宮駅に在

外同胞救出

学生同盟が

結成され、帰

還列車を中

心に復員軍

人、引揚者の

援護活動と

して、プラ

ットホーム

で農家からいただいたサツマイモを蒸し、夏

は氷を一口大に砕いて差し上げ、また列車内

では病人の看病、荷物の手伝い等をしました。

そのため時々九州佐世保大村収容所まで授

業の合間を縫って出掛けました。始めはシン

ガポール、台湾、中国で皆元気でしたが、シ

べリアからの引揚者は栄養失調で痩せ細り

全く元気がありませんでした。ビタミン剤を

投与していた

だき大変喜ば

れました。1949

年 12 月に解散、

愛知県知事、一

宮市長から感

謝状をいただ

きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：津島高校

110年史 P.34 

出典：毎日新聞 2008年 8月記載 
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7. 伊勢湾台風 

1959 年 9 月、この地域は甚大な被害を受け、

特に地場産業の毛織業界は織機の水没など大

打撃をうけ、私も家・店共に 57日間水没。修

復は後回しにし、まず薬剤師会で消毒班を結

成、自衛隊と共に毎日、十四山村、飛島村に

出動して消毒活動を実施。水が引いてから問

屋・メーカーさんが応援してくださり、店と

家の片付けも終わり、やっと翌年から平常に

働くことができました。 

 

8. 阪神淡路大震災・東海集中豪雨災害 

この時は皆さんもうご存知と思いますので詳

しいことは省略させていただきます。災害発

生の都度、災害救援隊を結成、医薬品の供給

に奉仕しました。 
 

9. 津島市社会福祉協議会 

津島市

長より、

1995 年

から 10

年間お

役を命

じられ、

民生委

員・日赤奉仕団・女性運転友の会・協議会職

員ヘルパーさん等に大変な協力をいただき奉

仕をさせていただきました。 
 

10. 社会奉仕について 

  長年の活動で温かい心、励まし、喜び感動、

和の大切さなどしみじみ味わい、私の社会奉

仕への思いが一生宝となって焼き付いており

ます。 

  最後にロータリークラブに入れていただいた

ことを終生感謝し、皆さんのエネルギーをい

ただき健康に注意し楽しく皆出席し、また旅

行に行く楽しみを持ち続けたい、それが私の

生き甲斐であり希望です。よろしくご教導下

さい。 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
青少年交換だより 

12 月 1 日、青少年交

換派遣学生の中西里緒

さんから 11月のマンス

リーレポートが届きました。 
 

中西里緒です。 

まずは先月末ハロウィンがありま

した！ ハロウィン当日は予定が

なかったので家に 1 人でいる予定

だったのですが、そういうことな

らと日本人家族

の方々が子守つ

いでに近所へ一

緒に周りに行こ

うと誘ってくれ

て、仮装もしない

でちびっこと一

緒にお菓子をも

らってきました！ → 

参
考
：
中
日
新
聞
平
成
６
年 

 戦時中は大変

だったわなぁ 

 津島にも流れ弾

が飛んできて… 

ソングリーダー兼副会長

代理の伊藤哲朗君 
ストレッチ体操 

山田章博君 

司会の矢田潔君 

住田正幸親睦活動委員 
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お菓子を配っている人からは、「仮装もしないで

お菓子をもらいに来るなんてもうハロウィンじゃ

ないじゃん」と笑われてしまいましたが、食いし

ん坊の私はしっかりお菓子ももらい楽しんできま

した。 

日本では trick or treatをしないのでみんなのお

家を回るのは楽しかったです！ 
 

ハロウィンの前日に

はホストファミリー

が一生懸命育ててい

てくれたかぼちゃを

使い、ジャックオラ

ンタンを作りました。

ちなみに、先月のマ

ンスリーレポートに

出したクイズの答えは… 猫でした！ 

家族にはトトロに出てくる猫バスに似

てるといわれました！ 私は普通にネ

コを作ったつもりだったのですが

…(笑)。妹、弟もかわいくできて、 

みんなで楽しくハロウィンを過ごす 

ことができました！ 
 

ハロウィンの次の日に

は本物の銃を撃たせて

もらいました！！！！ 

ホストファザーは鹿を

狩るために銃を持って

いますが、鹿を銃で撃

ちたくないということ

から、今ではファザー

のおもちゃになってい

ます！ 日本では銃の

所持すらできないのに、アメリカでは庭先で撃つ

ことができるということに驚きました！ 

2本の銃を撃たせてもらいました。一つは普通の

銃なのですが、もう一つは古い銃で、重さや球の

形、準備の仕方も違っていて面白かったです！ 

また、いつかポテトガンというものをやらせてく

れるらしいので楽しみです！ 

 

また、ある朝起きてカーテンを開けたらお家のお

庭に鹿がいました！ お母さんと子供の鹿でし

た！ 銃のことを書いた後ではありますが、アメ

リカ人はメス（お母さん鹿）は子ども鹿に必要だ

からということで狩

ることはないみたい

です！ 

そういうこともあり、

メス鹿はオスより警

戒心がなくお家の前

に現れることも多い

みたいです！ 

最近はアメリカの天気は良い日もあれば雪の日や

雹の日もあり、毎日服に悩まされています…！ 

いい天気もあると言いましたが、それでもやはり

気温は一桁もしくは－2～3℃の日がよくあるので、

ベッドから出るまでの時間が日々長くなっていっ

ています！ 

 

ホストチェンジの前にファミリー旅行がしたいと

私が言ったら、今月の中旬に五大湖の一つエリー

湖の近くにある splash lagoon という室内温水プ

ールに連れて行ってくれました！ 滑り台の威力

が日本とは全然違い、ジェットコースターに乗っ

ているようでした！ 

その夜には車やバイクが飾ら

れているかわいいお店でご飯

を食べました！ 席の横の壁

には 50 州すべての州から出

されたナンバープレートが飾

られていました！ その州の

特徴がナンバープレートに書

いてあって面白かったです。 

次の日にはナチュラルヒスト

リーにも行きました。ファザ

ーは鳥が好きなので大興奮で

した！ 

 

最近では妹と

仲良しで、よ

く一緒にクッ

キングをしま

す！ 私は日

本でもお菓子

作りはしてい

ましたが、姉妹がいない私は

1 人で黙々と作っているこ

とが多かったので、一緒にふ

ざけあいながらお菓子を作

れてとても嬉しいです！ 

また、妹が昔から欲しかった私には、とても幸せ

な時間です！ デザインは妹が考えてくれるので

すが、アメリカ１クレイジーな妹なので、大量の

砂糖で大変なことになっていました(笑)。 

そんなこんなで 11 月の終わりに近づいてきたら、

アメリカではサンクスギビングです！ 6 日間学



     

 

- 6 - 

第 3040 回例会                                                               

次回例会 

 第 3041 回 ’15年 12 月 11 日（金） 

卓話担当：宇佐美三郎君 

講  師：津島税務署長 吉田浩章氏 

演  題：「国税の組織」 

お知らせ 

■例会変更 

 12月 18日(金) → 12月 13日(日) 

≪クリスマス家族例会≫ 

時間：17：00～19：00 

場所：名古屋マリオットアソシアホテル 

   16階タワーズボールルーム 

 

■納会 

 12月 25日(金) 

 ※昼食はお弁当を注文しますので、 

ご出欠を 12月 18日までに 

津島ＲＣ事務局へお知らせください。 

校が休みでした！ 初めてのサンクスギビングだ

ったのですが、日本のお正月にそっくりでした。 

サンクスギビング当日の前の日にはみんなで一日

キッチンに籠り、次の日のための料理作りをしま

した！ 私は妹とまたまたケーキ作りをしまし

た！ ファザーは 29 ポンド

のタキーを調理していまし

た！ 29ポンドは 13㎏ぐら

いみたいです！ 

当日はお家に親戚 10 人を招

き、15人でおいしくご飯を食

べて話をして、カードゲーム

をしたり、ケーキやパイを食

べたりと1日楽しい日を過ご

しました！ 

次の日は Black Fridayという日で、日本でも知っ

ている方はいらっしゃるのではないかと思います

が、たくさんのお店が商品を格安で売る日になっ

ています！ 昔は死者も出たほど激しかったみた

いです！ そのため、私のホストファミリーは怖

いからとモールにはいきませんでしたが、私はち

ょっと行ってみたかった…！ 

ということで、Black Fridayはみんなで山登りに

行きました。なぜ…？ なぜ山登りに行くことに

なったのか私は不思議なのですが、とりあえず自

然と思いっきり戯れてきました！ 戯れるのはよ

かったのですが、調子にのりすぎて川に落ちてし

まいました…！！！ 小さな川を渡ろうと川の真

ん中にある石に足をかけたら滑ってしまい、ずぶ

濡れになってしまいました！ 寒かったです！

（＞＜）それよりもお尻からこけたので、お尻に

大きなあざができてしまい、椅子に座るのに苦労

しています(笑)。 

…と、慌ただしい休暇ではありましたが、とても

楽しい thanksgivingになりました！ 
 

学校のほうは、今月は何人か素敵な友達を作るこ

とができました！ みんな偏見を持つとかかわっ

てくれなくなってしまうのですが、最近は少しづ

つみんなの偏見の目も消えてきて、やっといろん

な子と話ができるようになってきました！ 

成績面は 1 学期の通知表をもらいました！ 数学

は 80、人間科学は 95、犯罪科学は 81、アメリカ

史は 90、セラミックは 100、体育は 88 で平均は

92.20 のＡ＋をもらうことができました！ どの

教科も優しさポイントが 20 点分ぐらいありそう

ですが、ファザーいわく先生たちは君の頑張りを

わかっていてこの点数をつけているということな

ので、素直にその言葉を信じておきたいと思いま

す！ この成績を三学期までキープしていかない

と、ですね！ 

今月初めにはゴルフ部のお疲れさま会に行ってき

ました！ 改めてゴルフ部のみんなは最高の友達

であり、最高のチーム

メイトだなと思いま

した！コーチにも感

謝しています！ 

 

ということで今月はこの辺で！ 少しイベントご

とが多くて学校のことが全然書けなかったので、

来月はもう少し書きたいと思います！ と思いき

や、来月は学校に 16日行ったらクリスマス休暇！

今月以上に行く回数少ない！！！！(笑) イベン

ト尽くしですね！ 

また、ホストファミリーの件なのですが、ホスト

先が見つからないということから 4 月までこの家

にいることになりました！ 冬休み前から年明け

まではホストファミリーが家にいないので、その

間だけは違う人の家に行きますが、また年明け後

からはこの家にお邪魔するので、当分荷造りは必

要ないみたいです！！ 

 

ここで今月のクイズでもいきまし

ょうか！ 私は今月初めに銃を撃

ちましたが、12 発中何発的の中心

に当たったでしょうか！ 

 

では、また来月！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会変更 

(サイン受付の日程訂正がありました) 

名古屋空港ＲＣ 12/7 → 12/14 

イメージみほん 


