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例会報告 
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●例会日 毎週金曜日 １２：３０～１３：３０ ●会 長 折茂 謙一 

●例会場 高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988 ●幹 事 米澤 久二 

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長  脇本 敏雄  

                               

 

   奉 仕 を 通 じ て 平 和 を 

「ラッセン風ジンベイザメ」蜘手 康介 

会報委員会 

＜会長の時間＞ 
病院長が立て続けに２

人解任されました。内科の

副院長がいましたが病院

全体に対して特別の権限

があるわけではなさそう

でした。病院の今後はどうなるのか全く分かりませんで 

したが毎日の忙しい日常業務に追いまくられていました。 

外科医の日常は午前中は外来診察、病棟の回診、検査午後は

手術が大体のスケジュールです。私の仕事は検査や手術の予 

定を組んだり、患者さんの退院の決定その他の雑用など今ま

で上司が行っていたことすべてをすることになりました。外

科の世界は縦割り社会です。すべてをトップが決定していま

した。権力は手に入りましたがそれに伴う責任も大きくなり

ました。部下の指導をしなければいけません。外科の技術や

知識のレベルアップの方策として英語の雑誌の抄読会を始め

ることにしました。上司からの指導がないので最新の知識、

技術を学ぶにはこれしかありません。 

間もなくして次期院長候補者が病院視察に見えました。私

も立ち会って手術室とか外科病棟の案内をしました。院長が

決定したのでやっと肩の荷が下りると安心していましたがな

かなか赴任してくる気配がありません。大学の第一外科に問

合せところ、病院の立て直しは彼の手に負えそうにないとい

う理由で断られたという返事でした。大至急次の候補者を探

すのでもう少し特ってくれということです。その後しばらく

して次の院長候補者から私に直接電話があり、君に話したい

ことがあるといわれ高山駅に迎えに出ました。現状について

いくつか質問を受け、病院を外から眺めただけです。前の候

補者からおおよその事は聴いているので病院の中を見学する

必要はない。大学に命令されたので一応視察には来たけど、

こんな大変なところに赴任するつもりはない。君が期待する

といけないので直接伝えたかったのだ、と言われました。 

このころ私の個人的運命が変化することが起こりました。

私が高山に赴任するとき、名古屋で１００床の病院の院長か

ら後継者がいないので後を引き受けてほしいと頼まれ、ほぼ

そのつもりでした。この院長が突然心臓発作で死んでしまい

ました。高山の病院を見捨てて名古屋に戻るわけにはいきま

せん。たまたま私の２年先輩のアメリカ帰りのドクターが職

を探していたので、名古屋の病院をお願いしました。私が高

山に残ることを選択したことで私の人生は大きく変わること

になったと思います。この大変な状況から逃げ出さなかった 

のは神様の意志ではないかと思います。因みに私が戻る予定

だった名古屋の病院は、現在介護老人保健施設３つと特別養

護老人ホーム２つを運営しています。 

 

＜幹事報告＞ 
◎ＲＩ日本事務局より 

 ・ポール・ハリス・フェロー認証盾およびピンバッジ 

    塚本 直人さんへ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ガバナー、地区ロータリー財団委員長より 

・ロータリー財団資金管理セミナー参加出席要請のご案内 

日  時  １月２６(土)   

登録受付11:00 点鐘11:30 閉会点鐘16:00 

  場  所  岐阜都ホテル 岐阜市長良福光2695-2  

出席要請者  2013-14クラブ会長、ロータリー財団委員長 

いずれか１名 

◎一般社団法人比国育英会バギオ基金より 

 ・2011事業報告書の送付と基金へのご寄付のお願い 

＜例会変更＞ 

美濃加茂 ……平成25年  1月 4日(金)は、定款により休会 

平成25年  1月11日(金)は、新年例会のため  

18：00～ ｼﾃｨﾎﾃﾙ美濃加茂 に 変更 

＜受贈誌＞ 

 (財)米山記念奨学会「ハイライトよねやま１５３」、Rotary 

International(ロータリー補助金ニュース) 
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＜本日のプログラム＞ 会報委員会 

  委員長   

脇本 敏雄 

皆様の昨今の 大の関

心事は、二日後に行われる

衆議院選挙の結果だと思

います。私もどんな結果が

出るか大変興味のあると

ころです。各メディアでは今回の選挙の争点として、国民が

どんなことに感心を持っているかアンケート結果を報道して

いますが、大きくは５点に絞られているようです。 
１．デフレからの脱却に対する景気対策。 
２．年金・医療・介護・子育て等の社会福祉制度の問題。 
３．消費税問題を含む財政再建問題。 
４．原発とエネルギー政策に関する問題。 
５．東日本大震災からの復興問題。 
やはり景気対策と社会福祉制度にたいして国民の半数以上

が争点としてとらえています。そこで今日は、二番目の関心

事であります、社会福祉問題に絡んだお話を頂きたく「高山

市民生児童委員協議会」の会長であります折付徳美様をお迎

えし、そのお立場でのお話を聞かせて頂きます。 
略歴を紹介します。 
生年月日  昭和 １３年生まれ   現在 ７３才 
住  所  高山市八軒町二丁目     

斐太高等学校を卒業   
現在 斐太高等学校通信制の同窓会長 

職  業  有限会社 折付商店  代表取締役 
役  職  ・高山市社会福祉協議会  副会長 
      ・高山市福祉サービス公社 副理事長 
      ・高山市消防団      顧問 
      ・高山市障がい者施策推進協議会委員 
      ・高山市民生児童委員協議会 会長   
褒  章  ・ 平成 ５年  高山市自治功労 

平成１３年  厚生労働大臣表彰 
平成１９年 秋の叙勲  瑞宝単光賞 
 

民生委員の活動について        

高山市民生児童委員協議会  会長  折付 徳美 様 

 高山市民生児童委員協議会は、小学校区を基準とし合併後

は１７の地区に民生委員１９０名、主任児童委員３１名の計

２２１名。委員内訳としましては、男性１１４名女性１０７

名、平均年齢は６４歳で、会費等年７００万円の予算で活動

しております。 

毎月２５日を基準とし、月末から翌月第一週までに定例会

を開催。 ①行政依頼事項②情報提供 ③報告事項 ④協議事項 

⑤その他 の協議、またそれぞれの活動記録を提出します。事

前に各地区の会長副会長と市役所福祉部長、福祉三課長、支

所課長、社協局長の５３名からなる役員会を行っております。 

主任児童委員は、役員会や地区会議の出席の他に年６回の、

子ども相談センター担当者や子育て支援課長、主任児童委員

アドバイザーも出席する主任児童委員連絡会を開催し、担当

地区の諸問題について検討しています。 

また、県の民生児童委員協議会主催による、地区幹部や１

期目の委員への研修会や、高山市の民生児童委員協議会主催

の全員研修会も年３回ございます。 

民生児童委員の心構えとして 

１．地域内のケースや担当地域内の状況を把握する 

２．住民の抱える様々な問題を受け止め親身になって相談 

にのる 

３．社会福祉制度やサービスの内容を把握し相談者に的確 

に伝える 

４．住民の抱える問題や相談について関係行政機関、関係 

施設団体等に連絡。必要な対応を促し機関と一緒に考 

え行動する。（ケース検討会等の開催） 

５．特養への入所やサービス利用について連切なサービス 

が提供されるよう調整する。 

６．要支援者等が自立した生活が送れるよう支援活動に取 

り組み､福祉委員や町内会など住民の協力を得て声か 

けや安否確認を行えるようなしくみづくりをする。 

（プライバシーの保護・個人情報・守秘義務等に充分 

な配慮をしながら｡） 

７．活動中に提起された問題等をまとめ、一人で抱え込む 

ことのないよう、行政担当者や社会福祉協議会等と充 

分な連携を図り必要に応じて意見具申等を行う。 

また主任児童委員としては 

１．いじめや不登校、児童虐待の早期発見や問題解決に向 

けて、行政（子育て支援牒）や子ども相談センター、 

関係機関と連携を図る。 

２．民生児童委員（児童委員）から連絡があった場合、児 

  童委員と連携協力し関係機関と充分な連携をとりなが 

らケースについての必要な援助や協力を行う。 

３．児童委員と連絡を取りながら、問題を抱える児童や家 

庭への支援を行う。        としております。 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 40名 6名 46名 51名 90.20% 

本日 42名 － 42名 51名 82.35％ 
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お配りした資料をご覧ください。各委員の活動記録を集計

したもので、調査・実態把握に多くの時間を要しております。

訪問の際に面会できない場合には、協議会で用意した、メモ

欄をつけた名刺に事付けを記入して玄関ドアに挟み、面会で

きるまで足を運んでおります。また毎年４月から１ヶ月の間

に、６５歳以上の高齢者調査も行っており、世帯構成や身体

状況、介護保険のサービス受給状況等の確認も行っておりま

す。社会福祉事務所や社会福祉協議会、地域包括支援センタ

ーとも連絡を密にしており、昨今話題となりました生活保護

の不正受給については、高山市ではない、と断言できる状況

です。 

おわりに、今後、民生児童委員に対して努力を委ねるだけ

ではなく、委嘱している行政の責任で様々な活動に取り組め

るような仕組み作りも急務であると考えます。問題が益々多

様化する社会の中でこのような仕組み作りをしなければ、地

域での担い手も減って行きます。 

民生児童委員も厚生労働大臣委嘱の準公務員というものの、

以前の名誉職から本来ボランティアとして位置づけされてい

るが、無理をして問題ケースに一人で対応するのではなく、

専門職や専門機関に上手く繋いで行くことが大切だと思いま

す。これからも、民生児童委員として多くの関係機関と充分

な連携を図り、皆が健康で安心して地域のなかで生活して行

けるよう活動して行きたいと思います。 

ご静聴ありがとうございました。 

 

 

 
＜ニコニコボックス＞ 
●折茂 謙一さん 

本日は高山市民生児童委員協議会長 折付 徳美 様、ようこそ 

おいで下さいました。よろしくお願いします。 

●米澤 久二さん 

高山市民生児童委員協議会長 折付 様、本日は卓話よろしく 

お願いします。日頃は八軒町の父と母が大変お世話になって 

おり、ありがとうございます。 

●脇本 敏雄さん、内田 幸洋さん、門前 庄次郎さん 

折付 徳美 様のご来訪を歓迎申し上げます。今日の卓話よろ 

しくお願いします。 

●遠藤 隆浩さん、寺田 昌平さん 

折付 様のご来訪を歓迎いたします。今日はお話よろしくお願 

いします。 

●井上 正さん 

先週スピーチをさせて頂きありがとうございました。町屋再 

生の話も色々お声掛け頂き、今後の活動に活路を感じた次第 

です。今後ともよろしくお願いします。今日この後出張があ 

り早退させていただきます。宜しくお願いします 

●向井 公規さん 

誕生日記念品を頂きましてありがとうございます。ここ 近 

中々例会に出席出来ておりませんでしたが、今後可能な限り 

出席させていただきたいと思いますのでよろしくお願いしま 

す。 

●下屋 勝比古さん 

12/10袋井クラウンマラソン１０km完走して来ました。５月 

のぎふ清流ハーフマラソンになぜかエントリーし、膝痛と戦 

いつつ完走目指します。 

 

 

花里地区の社教委員長をやらせて頂いて今年で４年になり

ます。毎年五十名以上の方に関わって頂き、事業を行っており

ます。それぞれが仕事や家庭の事など忙しい中にも、一生懸命

取り組んで頂いて居り、他地区からも花里地区は頑張っている

なと、評価を頂く事も多く、嬉しく思っています。 
 大きな事業の折には、全員で向い、終わった時には『反省会』

と言う名の打ち上げを行います。一つの事に全員で向い、為し

終えた達成感で大変盛り上がります。この時の皆の笑顔は、私

にとって何にも代え難いものに思います。 
 そして、年度末の『お別れ会』に「役を受ける事に躊躇した

けど、仕事とは違う充実感もあり、何よりもいろんな方との出

会いが、嬉しかった。」と言って頂いたときは、やっていて良

かったと思う瞬間です。 
今、町内会にも入らず、地域の役もやらない人が多いと聞き

ます。でもその人達は『食わず嫌い』ならず『受けず嫌い』な

のでは無いでしょうか。勿論仕事等をしながら役を受けるのは

大変な事と思います。しかしそれ以上に、新しい出会いもあり

自分の成長を後押ししてくれる様に思います。 
私にとってこの４年間は掛け替えのない大切なものに思い

ます。

一期一会         門前 庄次郎 
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