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     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長  堀川 和士  

                               

 

   ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を 

国際奉仕委員長   鍋島 勝雄

＜会長の時間＞ 中秋の名月とかぐや姫 
◎中秋の名月を「転月の

丘」で観よう。  

・来週の木曜日の 9 月 19

日が満月で、中秋の名月で

す。 

中秋の名月を 感動を持っ

て見える場所は、久々野町

山梨の月見平【転月(ころがりづき)の丘】であります。名古屋で

月の出が午後5時30分頃なので、高山は約1時間遅れますので、

午後6時30分位に 月がほぼ真東から出て、丁度15°位の角度

で弥陀洞山の稜線を、少し弾むように、転がるように20～30分

移動します。 

・2年前の中秋の名月は、9月12日(月)で天気が良く、本当に転

がるようなまんまるの大きなお月みられラッキーでした。昨年は

9月30日(日)でしたが、前日 

からの台風接近で、雨でみることができませんでした。 

・中秋の名月は旧暦の8月15日、新暦の9月15日と思ってみえ

る人が多いと思いますが、毎年 満月の時期はズレるのです。太

陽と違って 月の運行が1カ月30日ではないので、このズレが、

9月15日が十五夜とならないのです。 

ちなみに 今夜は9日月で上弦の月です。 

・夏の満月は低く、冬の満月は高い位置にあるのです（太陽はそ

の逆です）。 

しかし、秋の満月はほぼ真東から昇り、南中した時も高からず低

からず、ほど良い高さ（45°位の角度）で、首が痛くもならず

心地良くみられるのです。 

◎満月はリラックス、ヒーリングパワーを与えてくれ月光浴な

のです。 

・月はもともと古代から“ツク”と発音していたのです。 

神なる霊が“ツク”、運が“ツク”と。逆に心理状態が悪いとlunacy

というように狂気がつき、狼男になるかもしれません。 

・太陽はエネルギーのシンボルですけど、熱中症、日焼け、シミ、

シワの原因にもなるので、プラス・マイナス両方あるのです。 

◎ウサギが餅つきをして見えるのは何故？ 

・月にウサギの模様を見るのは、中国・インドを含めアジア全体

の風習とのことですが、餅つきは日本だけ、満月→望月→餅つき 

から来ているようです。 

・中国では、「ガマガエル」にも見えるとのこと。南ヨーロッパ

では「カニ」にみえるとのこと。私はウサギよりカニに見えるの

ですが…。 

◎竹取物語（かぐや姫）について。 

・旧暦8月15日夜（新暦9月15日夜）の満月の日に、かぐや姫

が月に帰るという物語を、この時期になると思い出します。 

・この物語は、たくさんの謎解きというか、たくさんのメッセー

ジが込められています。 

○ⅰ竹から生まれた…竹という植物の神秘性。竹は植物であるけど

草でない、木でもない。クローンで増え、1年で成長するも大

きくならない。竹の中は空洞であることで精霊が宿る。 

○ⅱ理想郷というものは、良いものかどうか分からないというメッ 

セージ…。 月の世界は、清らかで美しく老いることがなく、 

苦しみも悲しみもない理想郷。かぐや姫は、月に帰ることは嬉 

しいと思わないと語っている。 

○ⅲ富士山の名前の由来（不死
ふ し

の山） 帝がかぐや姫からもらった

「不老不死の薬」をこの山の頂で燃したとの由来。 

○ⅳ美人はいつの世でも強きであり、それに振り回される男の悲哀 

を感じさせる物語である。 

満月を観て、色々な思いを馳せてみて下さい。 

9月19日が晴れることを祈っています。 

 

 

＜幹事報告＞ 
◎地区社会・ 

環境保全奉仕委員会より 

 ・一、新たな奉仕にチャレンジ 

二、水と緑の保全活動推進            

三、東日本への継続支援 

       左記方針の推奨について   

◎高山ＲＣ会長、ＩＡ委員長より 

 ・第２８回飛騨地区ＩＡＣ合同研修会について(お礼) 

◎高山中央ＲＣより 

 ・事務所移転のお知らせ（９／２４より） 

〒506-0011   高山市本町1-2    

飛騨信用組合本町サテライト出張所３Ｆ 

＜受贈誌＞ 

高山中央ＲＣ(会報) 
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＜出席報告＞ 
区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 39名 2名 41名 50名 82.00％

本日 50名 － 43名 50名 86.00％

 
＜本日のプログラム＞   社会奉仕委員会 

委員長     田中 正躬 

 本日のゲストスピーチは高山

赤十字病院長の棚橋忍先生をお

招きしております。略歴をご紹

介します。 
 昭和22年6月岐阜市生まれ。

昭和48年3月に岐阜大学医学部

をご卒業、同5月より西ドイツのビュルツブルグ大学へ留学後、

昭和50年1月より高山赤十字病院にて勤務。昭和58年4月内

科部長、平成14年11月副院長、18年4月より現職でいらっし

ゃいます。 
 先生にはこれまでも何度かスピーチしていただいております

が、いずれも医療に関連した卓話であり、今回は山下会長のた

っての希望で｢人間：棚橋 忍｣についてお話いただく、なかな

か他では聞けない話です。どうぞよろしくお願いいたします。 

病気は人生の友達 

高山赤十字病院  院長  棚橋 忍 様 

 私は今年で６６歳になりましたが、今まで多くの病気もして

きました。幸運にも致命的にならず、今飛騨高山で医療が出来

ることを感謝しております。 

 私は１７歳の時（東京オリンピックの年でした）大動脈狭窄

症という先天的な病気が見つかり、岐阜大学にて低体温麻酔下

に狭窄部の切除・大動脈吻合手術を受けました。その後主治医

の勧めもあり、医師になりました。この時1000ｍｌの輸血（売

血）を受けました。病気は治癒しましたが、輸血後肝炎（後にC

型肝炎と判明）になり以後肝硬変、肝臓癌の不安に付きまとわ

れました。幸い、４６歳の時インターフェーロン治療を受け、C

型肝炎ウイルスは陰性となり、肝硬変、肝臓癌から解放されま

した。 

 その後アレルギー性胸膜炎になり胸水が多量に溜まり、重篤

な状態になりましたが、ステロイド治療が奏功し、１カ月の入

院で復帰できました。 

 ２年前に泥酔後転倒し、頭部を強打したため頭部CTを撮影し

たところ脳大動脈瘤が見つかり、昨年、本年に２か所の脳動脈

瘤に対してコイル塞栓術を岐阜大学で受けました。かなり大き

く、放置すること破裂・くも膜下出血を生じ致命的結果になる

ことが予想され、手術すべきか（手術の際のリスクも10％程度

あり）随分悩みましたが、手術を受けることに決心しました。

幸い担当医の最高の技術により手術は成功し、元気で仕事をし

ております。後で大動脈狭窄症には脳大動脈瘤が合併しやすい

ことがアメリカの教科書に記載されているのを見つけ、あらた

めて病気の関連性に驚きました。 

 私の場合、医学の進歩に合わせるかのように病気が診断され、

それに対する治療が可能となってきておりました。大動脈狭窄

症という病気が契機で医師になり、高山で３０年以上にわたり

医療が出来たことは、今までの病気の時に担当して頂いた命の

恩人ともいうべき先生方のおかげで、生かされてきたと思いま

す。又、あらためて医療の進歩を実感しております。 

 人間はできれば、病気なんかしたくないと思いますが、人生

において病気は避けられないことでもあると思います。特に慢

性的な病気はつらく、とても友達とは言い難いと思いますが、

病気のある人生もまた他者に優しくなれ、味わいがあるかもし

れないと思います。 
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＜ニコニコボックス＞ 
●山下 明さん 

高山赤十字病院 院長 棚橋 先生のご来訪を歓迎致します。さま

ざまな体験談を語って頂けるとの事。楽しみにしています。 

●寺田 昌平さん 

①高山赤十字病院 院長 棚橋 忍 様 歓迎申し上げます。本日の 

ゲストスピーチ楽しみにしています 

②2020年7年後東京オリンピック開催が決定しました。それを 

機会に良い事がありますよう願っています。 

③侍ジャパン ガ―ナに3対0で勝ちワールドカップに向け少し 

光が見えてきました。 

●田中 正躬さん､山本 善一郎さん､平 義孝さん､折茂 謙一さん､ 

田近 毅さん､斎藤 章さん 

棚橋先生にはお忙しい中お越し頂きありがとうございます。本

日のお話楽しみにしています。どうぞ宜しくお願いします。 

●西クラブゴルフクラブ幹事一同 

9月8日、高山５クラブゴルフコンペを主管しました。雨が降り

ましたが無事行う事が出来、懇親会はオリンピック開催の話で

盛り上がり、楽しい会となりました。団体賞は残念にも我々の

クラブは入賞できませんでしたが、来年頑張ります。挨拶のた

めに出て頂きました山下会長に感謝します。 

●鍋島 勝雄さん 

５クラブゴルフ大会、無事終了出来た事、最後まで田近さん一

人に任せてご苦労様でした。また明日隣の屋台組、金鳳台が 3

年ぶりに修理が終わり御披露目があり、我が布袋台組もからく

り奉納にて祝いをします。時間は午後 2 時半頃の予定です。時

間があれば見に来て下さい。 

●塚本 直人さん 

先日、本巣ロータリークラブでメイキャップをしました。村橋

前ガバナーの隣で色々とお話を聞かせて頂き有意義な訪問とな

りました。 

●垣内 久男さん 

オリンピックの東京誘致おめでとう。今後の経済回復を祈って 

皆さんで頑張りましょう。私も波に乗っかって頑張ります。最 

近疲れ気味ですけど…。 

●垣内 秀文さん 

本日入室するやいなや皆様に｢載っとったぞ｣とお声を掛けて頂

きました。特に隣の席の阪下さんには｢正面でなく横顔やで良か

った良かった｣とお褒めの言葉をいただきました。もち合わせが

少ししかなかったのでスミマセン。１万円貸そうかと言われま

したが、分割払いが効かないみたいなのですみません。 

●斎藤 章さん 

長男 浩幸が2回目のチャレンジで司法試験に合格いたしまし 

た。今迄にお世話になった多くの人々に感謝の気持ちを込めて 

ニコニコへ。 
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