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 司  会     幹 事 山﨑雅光 君 

 

 開会点鐘    会 長 沼田時子 君 

 

 ロータリーソング 

「我等の生業」 

ソングリーダー 

宮原伊之人 君 

    

 四つのテスト唱和 

宮原伊之人 君 

 

 本日のゲストおよびビジター紹介 

 米山記念奨学生 ヒュン・ソーバン さん 

    

 会長挨拶   沼田時子 君               
今年最後の例会です。卓話は疾病予防と治療月   

間に因んで渡辺先生にお願いしました。どうぞ宜

しくお願いいたします。今年も多くの災害がありま

した。台風１０号・８月終わりに発生し、日本の南

で複雑な動きをして気象庁が統計を取り出した１

９５１年以降初めて東北地方の太平洋側に上陸

した台風ですが、大雨による支払保険金が出て

いましたのでご紹介します。車両損害は 2319台 8

億 7800 万円、火災、新種保険として 6811 件 38

億 346 万円の支払いでした。熊本地震は 3621 億

円と以前ご紹介しましたが 10 月の鳥取県中部地

震は 4715 件 37 億円の支払いだそうです。そして

1 月から地震保険料が値上がります。東京、千葉、

神奈川、静岡は全国でも一番高く、1000 万円の

保険料は木造で一年 32600 円が 36300 円になり

ます。地震があった鳥取、鹿児島は 10600 円が

11400 円で、岩手、秋田、山形、栃木、群馬、富山、

石川、福井、長野、滋賀、島根、岡山、広島、山

口、福岡、佐賀、長崎、鹿児島と同じ、一番安い

県になっています。政府の研究機関が作成する

データから保険料が算出されていますが、静岡は

危険と思われているのでしょうが、来年も地震は

きてほしくありません。来年地震保険が満期にな

る方は今年中にやり直すことをお勧めします。私

は喪中で新年のご挨拶は失礼させていただきま

すが、残り半年も宜しくお願いいたします。 
 

 幹事報告   山崎雅光 君 

・12 月 28 日、1 月 4 日は休例会となります。  

   ・1 月 11 日例会は職場見学として日本平動物園 

で実施します。 

      ・1 月 18 日例会終了後、４F ミモザにて理事会を 

開催します。 

 

 米山記念奨学金授与 

   ヒュン・ソーバンさん 

返礼 

本年 6 月から例会にも 

参加させていただきま 

した。今年はお世話に 

なりました。皆さま良い 

お年をお迎えください。 

 

 会員のお祝い（誕生日おめでとう）        

  宮原伊之人 君、渡辺憲治 君 

  

返礼   宮原伊之人 君 

プレゼントありがとうございます。ここ数年贈り物 

をいただいた記憶がありません。ロータリーに 

入会して良かったです。(笑) 

 

渡辺憲治 君 

68 歳になりました。年を取ると目元が下がって 

くるようです。目つきが悪くなってきましたが、 

怒っているわけではないので、これか 
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らもよろしくお願いします。(笑) 

 

 出席報告・スマイル      岸田裕之 君 

会員 38 名中 出席 29 名  
先々週 12/7 出席計算会員 

数 38 名、出席会員数 31 名、ﾒｰｸｱｯﾌﾟ 1 名、 

改正出席 84.21% 

 

沼田時子 君 

   今年最後の例会です。渡辺先生 

卓話よろしくお願いします。 

袴田文治 君、冨田英児 君、鈴木礼子 君 

   渡辺先生、卓話楽しみに聞かせていただきます。 

      満井義政 君 

      今年 1 年お世話になりました。40 周年記念誌を 

拝読しました。皆さんの熱き思いに勇気づけら 

れ嬉しく思いました。 

加藤博一 君 

   本年も皆さまにお世話になりありがとうござい 

ます。 

渡辺憲治 君 

   今回卓話します。よろしくお願いします 

望月正弘 君 

   渡辺憲治さん お世話になります。今日の卓話 

よろしくお願いします。 

野木秀明 君、鍋田芳久 君 

渡辺先生、宮原さん誕生日おめでとうござい 

ます。渡辺先生の卓話楽しみにしております。 

水戸浩一 君、原 承範君、海老原正之 君 

   今年 1 年ありがとうございました。 

      武藤宏之 君 

      今年 1 年お世話になりました。皆さま良い 

お年を！ 

宮原伊之人 君 

   本日はお誕生日祝いありがとうございました。 

今後ともよろしくお願いします。 

安藤 弘 君 

   宮原さんおめでとうございます。 

榊 一夫君 

   育成会にスマイル 

 

 

 卓 話   渡辺憲治君 

   「水と衛生 疾病予防と治療実例を 

4 つのテストに照らして考える」 

山梨県の地方病に水腫腸満（通称：はらっぱり）と

呼ばれた奇病があった。古文書に武田勝頼の家

臣がその病にかかって命を落としたとの記載が

あり、少なくともその頃には笛吹川流域の甲府盆

地で流行していたものと思われる。「水腫腸満 

茶碗のかけら」と揶揄されるほど一度罹患すると

回復することなく確実に死ぬと,地元では恐れられ

ていた。 明治に入り、水質に問題があるのでは

ないかと県の派遣した医師が調査を実施したが、

病気の原因は明らかにならなかった。その後患

者の検便をしたところ虫卵を発見。さらに明治 30

年に献体の申し出があり、解剖した結果、門脈あ

たりに虫がいることが判明した。その後、牛を利

用した比較感染実験により感染は飲料によるも

のではなく経皮感染によることが判明した。つまり

水中の病原虫が皮膚を食い破り体内に侵入、そ

の後血管内部に寄生感染するということが判明し

た。この寄生虫を日本住血吸虫と呼び病名を日

本住血吸虫症と呼ぶ。中間宿主はミヤイリガイで

あり蛍の幼虫のエサでもある。 原因が解明され

たためその後は撲滅対策として石灰の噴霧や生

息域の池を潰したり、護岸工事を実施した。その

効果により 1996 年には山梨県知事から終息宣

言が出された。 この実例をもとに考えたいのが

4 つのテストの内の 2 つ「みんなに公平か」「みん

なのためになるかどうか」という点。天然痘の撲

滅と同様、原因解明はみんなに公平であり、みん

なのためにもなる。その一方で護岸工事により自

然破壊が進んだり、例えば池を潰すことでバード

ウオッチング愛好者の不利益を生ずるということ

も考えられる。必ずしも両立するのかという思い

もある。今後とも 4 つのテストは合い成り立つの

か･･･課題として認識して行かなければと思いま

す。 

 

 閉会の点鐘         沼田時子 君 


