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例会場：ホテルプラザ勝川

例会日：金曜日 12:30-13:30

本日のプログラム
司会
会場委員会
・点 鐘
会長
川瀬 治通君
・ROTARY SONG 「我等の生業」
・今月の歌
「花」
・ビジター紹介
会長
川瀬 治通君
バリバゴ RC マリア・レオノラ・ディビッド 様
・食事・歓談
・委員会報告
・会長挨拶
・植樹例会
・幹事報告
幹事
古屋 義夫君
・点 鐘
会長
川瀬 治通君
今月の歌
「花」
春のうららの
隅田川
のぼりくだりの 船人が
櫂のしずくも 花と散る
ながめを何に たとうべき
先週の記録
会長挨拶
会長 川瀬 治通君
「良い医師とは」
皆さんはどうやって掛かる医者を探しますか。
このご時世ですから、まずはインターネットで検
索するのではないでしょうか。評価で星が多い病
院、症例数が多いから、論文をいっぱい書いてい
るから、テレビや新聞でよく見かけ、マスコミに
「神の手」と言われているような医者を選ぶので
はないでしょうか。
現代の医師の評価基準は、学会発表と論文数だ
という点に今の医療の抱える問題点があると思い
ます。先端的な研究や技術開発は医療の進歩に不
可欠ですが、その根底には「病人を治す」という
意識が必要なのは当然です。その当然のことがい
つの間にかないがしろにされ、有名病院で最先端

２０１９年４月２６日（金）２４０３回（４月第４例会）
医療にかかわっている医者の方がランクが上で、
コツコツと日々の診療をしている医者が軽くみら
れるという風潮があります。
市民病院や大学病院に紹介した高齢の患者さん
から、「あなたはいくつまで生きたいの？」とか
「もう 80 歳まで生きたのだから…」
と言われショ
ックだったという話を聞きます。それも若手だけ
でなく部長クラスの医者からも言われることがあ
るようです。誰もが寿命に満足はなく、歳をとっ
ても少しでも長生きしたいという望みは同じだと
思います。確かに治療法の選択に患者さんの年齢
は重要ですが、そんな言葉を患者さんに投げかけ
るのは問題外で、医者の人間性を私は疑います。
また、最近は、診察の仕方についてしっかりとト
レーニングを受けていない医者が多くなっている
ように感じます。診察中、電子カルテから目を離
さず患者さんの顔を見ない、採血結果や画像診断
の結果ばかりを重視して、患者さんに直接触れて
診察をしない、それで良いのでしょうか？私は疑
問に思います。
では、良い医師とはどんな医師でしょう。かか
る側にとっては、自分の話をしっかり聞き、適切
で必要な治療をしてくれる医師でしょう。技術が
あるからと言ってそれだけでは良い医療はできま
せん。もちろん腕が悪ければ問題外ですが、技術
がほぼ同じならコミュニケーションができてホッ
と安心できる医師にかかりたいというのがすべて
の人の希望だと思います。
私の母校、東京慈恵会医科大学の創立者高木兼
寛先生の言葉に「病気を診ずして病人を診よ」と
いう言葉あり、これが大学の建学の精神になって
います。その示すところは「医師が診療するのは
病気ではなく、意識を持った病める人間である。
医師たるものは病人の痛みがわかる温かい心の持

青少年奉仕月間
例
会
予
定

5 月 3 日（金）
休会・祝日

5 月 10 日（金）
休会（定款 8−1）

5 月 17 日（金）

5 月 2４日（金）

第 11 回理事会 11：15〜

祝福

卓話 桑名西 RC

卓話 徳洲会病院 田中 昭光様

鶴田 正道君

ち主でなければならない。病気の部分だけとかかわ
るのではなく病気にかかった人とかかわり、目に見
えない心遣いが病気の人の心をいやすことにつなが
る。
」というもので、現代にも通じる医師のなすべき
使命、
医師の心の在り方を示した言葉だと思います。
私もこの建学の精神を大切にし、「相手の立場にな
って考える」
をモットーに 45 年間診療を行ってきま
した。
先端医療も大切ですが、日々の平凡な医療もまた
大事、医療の世界の価値観も多様であってほしいと
思います。
幹事所感
幹事 古屋 義夫君
次年度理事会と協議会が 4 月 19 日に開催されまし
た。そして私もその両方に参加させていただきまし
た。会議は次年度の北会長予定者と青山幹事予定者
の気概がひしひしと感じられる素晴らしい会議だっ
たと思っています。
次年度体制における我が春日井ロータリークラブ
の主たる目標として会員拡大と会員相互の親睦をそ
の目標に掲げておられ本当に素晴らしい事だと思い
ます。
その重責を担う次年度会員増強の委員長予定者は
下田君です。下田君の抱負の中にもありましたが要
約すると春日井ロータリークラブへの入会希望者を
増加させるためには春日井ロータリークラブがどん
な活動をやっているのかを外部から見てわかりやす
くする必要があるとのご意見でした。
これは当然の事ですし春日井ロータリークラブとし
ても絶対に必要な事だと思います。
私も同様の事を数年前より痛感しておりますので諸
手を挙げてその意見に賛成したいと思います。
何故ならば、会員増強にはロータリークラブが楽し
くて素晴らしい処である事が絶対必要条件となると
思います。
この事を後回しにして縁故だけの入会に頼るだけ
ではいけないと思いますし楽しく意義ある 春日井
ロータリークラブ をアピールすることこそが 会
員増強 の本来あるべき姿であると感じます。
そしてそういう活動が本当の意味の 公共イメージ
の向上 だと考えています。
しかし残念ながらこれは一朝一夕にできる事では
ありませんし、ましてや会員増強委員会だけで出来
る事でもありません。
しかしこの事は一見非常に難しいようであります
が我々 ポテンシャルの高いロータリアン の本気
度と、ちょっとした心がけ次第では意外と簡単に達
成出来るではないのでしょうか？
私はそう信じています。
また今年度における春日井ロータリークラブを我
が生業である自動車関連で例えるならば今まさに第
3 コーナーを周った処ではないかと思います。
そして今年度もまだまだやるべき事が山積してお

ります。
私は今後も最大限の注意を払いながら,しかし大
胆にアクセルを踏み込んでこの 2018-19 をエンジョ
イしながらロータリーというコースを 会長 や
ロータリーの友人 と共に颯爽と走り抜けたいと思
いますので今後ともよろしくお願い申し上げます。
◎例会変更のおしらせ
名 古 屋 北

5 月 10 日（金）12：30〜

Ｒ

創立 60 周年記念式典の為 東急ホテル

Ｃ

◎例会休会のお知らせ
あまＲＣ
名古屋空港ＲＣ
名古屋城北ＲＣ
名古屋錦ＲＣ
名古屋千種ＲＣ
岩倉ＲＣ

５月６日（月）休会
５月６日（月）休会
５月７日（火）休会
５月７日（火）休会
５月７日（火）休会
５月７日（火）休会

ニコボックス委員会
委員長 藤川誠二君
○芝田君，ありがとうございました。
川瀬 治通君
○５０周年の式典の時にＣＢＣの渡辺アナウンサー
から「セミプロみたいですね」と言われてご満悦の
下田です。
下田 育雄君
○同じく渡辺アナウンサーから「いい声ですね。
」と
言われました。祝賀会の司会をやらせて頂き，あり
がとうございました。
三上
努君
中川
健君
○復活タイガーウッズ，復活あるかもドラゴンズ
杤本 正樹君
○駅前ビルのテナント決まりました！
青山 博徳君
○岡本（黒潮）さんの新しいお店「グリーンテーブ
ル」に行ってきました。安くて美味しかったです。
ありがとうございました。
藤川 誠二君
○皆様のおかげをもちまして，グリーンパレス内に
てレストランを運営する事となりました。ありがと
うございました。
岡本 博貴君
○本日の卓話楽しみにしております。
足立 治夫君
稲垣 勝彦君
大橋 省吾君
小川
長君
加藤久仁明君
加藤
茂君
加藤 宗生君
北
健司君
貴田 永克君
近藤 太門君
芝田 貴之君
社本 太郎君
宅間 秀順君
長曽 篤志君
西尾 隆吏君
野浪 正毅君
場々大刀雄君
古屋 義夫君
松尾 隆徳君
和田 了司君
○ご協力ありがとうございます。
ニコボックス委員会 一同

卓話 (株）ハートフルコミュニケーションズ
代表取締役 谷口 敏夫様
【テーマ】
たった４つの言葉を覚えるだけで、驚くほど人間関
係が良くなる！！
昨年の統計 結婚総数７６万組 離婚総数３１万組
2.6 人に一人離婚の時代
なぜそうなるのか？
彼氏彼女、夫婦、家族にはそれぞれの歴史がありま
す。
〈男女の時代の流れ〉
１.ロマンスの時代（彼氏彼女、恋愛の頃）
お互い良いかっこしいをする（人間関係づくり）
⇒本音で話せない
良い○○と思われたい。 良い○◯と見られたい。
相手に期待している
２.疑いの時代（なんかおかしい‥）
お互いの勘違い、思い違い、言い違い（価値観に
違い）
３.争いの時代（言い合いの時代）
お互い言い合いになる、喧嘩
（話合いができない⇒違う部分が膨らむ）
⇒ わかり
あえない⇒別れる、離婚
４.諦めの時代（我慢の時代）
無理、駄目、人間関係をあきらめている
（人間誰しも気持ちをわかって欲しい、話を聞いて
欲しい）
【甘えの欲求（人間が持っている４つの欲求】
①わかって欲しい
気持ち、感情をわかって欲しい
（喜び・喜べない・悲しみ・恐れ・怒りの感情）
人の話を切らずに最後まで聴く。
（わかって欲しいのにわかってもらえないと、腹
癒せの心理に入る）
②認めて欲しい
存在（名前で呼んで欲しい）成長、成果をほめ
て欲しい
※お互いの呼んで欲しい名前を呼んであげると
存在を認めてあげれる
③かまって欲しい
見ていて欲しい、注目して欲しい、同情して欲
しい、特別感が欲しい
④思い通りにしたい
自由にしたい、指示禁止規制はされたくない！
５.妥協の時代（折り合いをつける）
議論もつくして諦め切って、折り合いをつけた時
⇒小さな幸せを実感ができます。
是非、相手の気持ちをわかってあげてください。
『甘えの４つ欲求』を今日から日常実践してみて
ください。
《知って、わかって、認めて、ほめる》
よりよい人間関係づくりのために日常使うことによ

り、
『小さな幸せ』が待っています。

点鐘 川瀬 治通会長

会長挨拶 川瀬 治通君

卓話者紹介 杤本 正樹君

卓話 ㈱ハートフルコミュニケーションズ
谷口 敏夫様

谷口様にお礼

幹事報告 古屋 義夫君

