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2017 年度国際ロータリー会長

2017 年度国際ロータリーテーマ

            

第 2157 回 

       

  

 

 

 

＜前回の記録

第 2524 回

   会員卓話

      

司 会 進 行

 

点 鐘

 

ソ ン グ

 

出 席 報 告

 

ニ コＢＯ Ｘ

・坂本 仁会員、遠藤主税会員、本日の卓話、ご

苦労様です。よろしくお願いします。西川

・坂本 仁会員、遠藤主税会員、卓話よろしくお

願いします。

・とりとめのない話だと思いますがよろしくお願

いします。

・坂本会員、遠藤会員の卓話を楽しみにしていま

す。               

・遠藤会員、坂本会員、本日の卓話、よろしくお

願いします。楽しみにしています。

 畑中伸夫・羽田野優男・林

 河合 修・小板慶一・國田大雄・前田伊三夫

 松本英樹・松森

 西村 肇・小笠原正道・大畑於左武・奥村芳弘

 大前正行・澤崎

 和田英人・山川直保・山下友幸

会員数 

39 名(免除 1

＜本日のプログラム＞

第 2525 回

 外来卓話

          

                 

例会日：毎週木曜日 12

例会場：岐阜県郡上市八幡町小野

TEL(0575)67ー

-mail:rc-8man@abeam.ocn.ne.jp

URL:http://gujohachiman

年度国際ロータリー会長

年度国際ロータリーテーマ

            

 平成 22 年

      I.M.報告

記録＞  

回 平成 29 年

会員卓話  遠藤主税会員・坂本

       

行 西村 肇

鐘 西川 昇会長

グ 我等の生業

告 畑中伸夫担当責任者

Ｘ 廣瀬泰輔担当責任者

仁会員、遠藤主税会員、本日の卓話、ご

苦労様です。よろしくお願いします。西川

仁会員、遠藤主税会員、卓話よろしくお

願いします。           

・とりとめのない話だと思いますがよろしくお願

いします。            

・坂本会員、遠藤会員の卓話を楽しみにしていま

               

・遠藤会員、坂本会員、本日の卓話、よろしくお

願いします。楽しみにしています。

畑中伸夫・羽田野優男・林

修・小板慶一・國田大雄・前田伊三夫

松本英樹・松森 薫・三原慎也・森下

肇・小笠原正道・大畑於左武・奥村芳弘

大前正行・澤崎 茂・竹内巧治・田代東次郎

和田英人・山川直保・山下友幸

 出席 

1 名) 28 名 

＜本日のプログラム＞

回 平成 29 年

外来卓話 東海財務局岐阜財務事務所

          

 

 

            

12 時 30 分           

例会場：岐阜県郡上市八幡町小野 67(

ー0314  FAX(0575)67

8man@abeam.ocn.ne.jp

URL:http://gujohachiman

年度国際ロータリー会長：イアン・ライズリー

年度国際ロータリーテーマ：ROTARY

             

年 9 月 9 日 

報告 

年 9 月 21 日

遠藤主税会員・坂本

肇 SAA 

昇会長 

我等の生業 

畑中伸夫担当責任者

廣瀬泰輔担当責任者

仁会員、遠藤主税会員、本日の卓話、ご

苦労様です。よろしくお願いします。西川

仁会員、遠藤主税会員、卓話よろしくお

           

・とりとめのない話だと思いますがよろしくお願

            

・坂本会員、遠藤会員の卓話を楽しみにしていま

               

・遠藤会員、坂本会員、本日の卓話、よろしくお

願いします。楽しみにしています。

畑中伸夫・羽田野優男・林 健吉・廣瀬泰輔

修・小板慶一・國田大雄・前田伊三夫

薫・三原慎也・森下

肇・小笠原正道・大畑於左武・奥村芳弘

茂・竹内巧治・田代東次郎

和田英人・山川直保・山下友幸 

 補正 合計

 8 名 36

＜本日のプログラム＞  

年 9月 28 日 

東海財務局岐阜財務事務所

          理財課長 

WEEKLY

国際ロータリー

            東海北陸道

           

67(八幡建設２

FAX(0575)67－0005 

8man@abeam.ocn.ne.jp       

URL:http://gujohachiman-rc.com/       

イアン・ライズリー

ROTARY：MAKING A DIFFERENCE

 第 2 木曜日

日 木曜日  

遠藤主税会員・坂本 仁会員

畑中伸夫担当責任者 

廣瀬泰輔担当責任者 

仁会員、遠藤主税会員、本日の卓話、ご

苦労様です。よろしくお願いします。西川 昇

仁会員、遠藤主税会員、卓話よろしくお

           岩尾 誠

・とりとめのない話だと思いますがよろしくお願

            坂本 仁

・坂本会員、遠藤会員の卓話を楽しみにしていま

               村土時男

・遠藤会員、坂本会員、本日の卓話、よろしくお

願いします。楽しみにしています。 

健吉・廣瀬泰輔 

修・小板慶一・國田大雄・前田伊三夫 

薫・三原慎也・森下 光 

肇・小笠原正道・大畑於左武・奥村芳弘

茂・竹内巧治・田代東次郎 

 

合計 出席率

36 名 94.7％

 第 4 木曜日

東海財務局岐阜財務事務所

 孫福良彦様

WEEKLY REPORT

国際ロータリー第

東海北陸道グループ

             

八幡建設２F)     

0005     

        

       

イアン・ライズリー(Sandringham

MAKING A DIFFERENCE

木曜日 

 

仁会員 

仁会員、遠藤主税会員、本日の卓話、ご

昇 

仁会員、遠藤主税会員、卓話よろしくお

誠 

・とりとめのない話だと思いますがよろしくお願

仁 

・坂本会員、遠藤会員の卓話を楽しみにしていま

村土時男 

・遠藤会員、坂本会員、本日の卓話、よろしくお

 

 

肇・小笠原正道・大畑於左武・奥村芳弘 

 

幹 事 報

・各務原かかみの

グループクラブ対抗ゴルフ大会」開催の案内

 …

・美濃・可児

・郡上市軟式野球連盟より、「第

RC

内…

＜拝受＞

・桑名北・宇佐八幡

 

委 員会報

・河合

 本日予定通り

者はお知らせ下さい。

 

会 長の時

 先週、新会員候補者を発表しましたが、本日ま

でに異議申し立てはありませんでしたので、推薦

者の方は入会を勧めて頂きます様お願いします。

 9

創立

されましたが、幸い速度が遅かったので大した雨

風もなく、大勢の方にお越し頂き、盛大に開催さ

れましたことを心よりお慶び申し上げます。事前

に郡上市内の

ので、当日は中学生の参加が大変多くありました。

また、最後には、中学生

さんと栄監督

ちに終わりました。このトークショーで感じたこ

とは、監督は

うことがあるが、その時、選手は心

出席率 

％ 

＜次回の予定＞

第

           

木曜日 

東海財務局岐阜財務事務所 

孫福良彦様 

REPORT      

第 2630 地区

グループ 

   会    長   

   副 会 長    

     幹    事   

 広報委員長

       会報担当者

Sandringham ロータリークラブ

MAKING A DIFFERENCE (ロータリー

幹 事 報 告 

各務原かかみの

グループクラブ対抗ゴルフ大会」開催の案内

…11/13(月) 

・美濃・可児 RC

・郡上市軟式野球連盟より、「第

RC 旗争奪郡上市中学校軟式野球大会」開催の案

内…11/4(土)

＜拝受＞ 

桑名北・宇佐八幡

委 員会報 告 

・河合 修情報担当責任者

本日予定通り

者はお知らせ下さい。

会 長の時 間 

先週、新会員候補者を発表しましたが、本日ま

でに異議申し立てはありませんでしたので、推薦

者の方は入会を勧めて頂きます様お願いします。

9月 17 日に行われました郡上長良川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

創立 40 周年記念事業は、台風の接近で開催が心配

されましたが、幸い速度が遅かったので大した雨

風もなく、大勢の方にお越し頂き、盛大に開催さ

れましたことを心よりお慶び申し上げます。事前

郡上市内の中学校へ

ので、当日は中学生の参加が大変多くありました。

また、最後には、中学生

さんと栄監督への質問タイムがあり、和やかなう

ちに終わりました。このトークショーで感じたこ

とは、監督は選手を勝たせるために強い言葉を言

うことがあるが、その時、選手は心

＜次回の予定＞

第 2526 回 平成

    会員卓話

           

      

 
地区  

   ： 西川 昇

    : 村土時男

   ： 岩尾 

広報委員長  ： 森下 

会報担当者  ： 國田大雄

ロータリークラブ

ロータリー：変化をもたらす

 岩尾 誠幹事

各務原かかみの RC より、「第

グループクラブ対抗ゴルフ大会」開催の案内

 各務原カントリー倶楽部にて

RC より、例会変更の案内

・郡上市軟式野球連盟より、「第

旗争奪郡上市中学校軟式野球大会」開催の案

)・5(日) 郡上市民球場にて

桑名北・宇佐八幡 RC より週報

 

修情報担当責任者 

本日予定通り IDM を行ないます。ビジター希望

者はお知らせ下さい。 

 西川 昇会長

先週、新会員候補者を発表しましたが、本日ま

でに異議申し立てはありませんでしたので、推薦

者の方は入会を勧めて頂きます様お願いします。

日に行われました郡上長良川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

周年記念事業は、台風の接近で開催が心配

されましたが、幸い速度が遅かったので大した雨

風もなく、大勢の方にお越し頂き、盛大に開催さ

れましたことを心よりお慶び申し上げます。事前

中学校へ呼びかけをしてみえました

ので、当日は中学生の参加が大変多くありました。

また、最後には、中学生 3－

への質問タイムがあり、和やかなう

ちに終わりました。このトークショーで感じたこ

選手を勝たせるために強い言葉を言

うことがあるが、その時、選手は心

＜次回の予定＞ 

平成 29 年 10

会員卓話  

           

       

昇 

村土時男 

 誠 

 光 

國田大雄・前田伊三夫

ロータリークラブ・オーストラリア

：変化をもたらす

幹事 

より、「第 73 回東海北陸道

グループクラブ対抗ゴルフ大会」開催の案内

各務原カントリー倶楽部にて

より、例会変更の案内 

・郡上市軟式野球連盟より、「第 22 回郡上八幡

旗争奪郡上市中学校軟式野球大会」開催の案

郡上市民球場にて

より週報 

 

を行ないます。ビジター希望

昇会長 

先週、新会員候補者を発表しましたが、本日ま

でに異議申し立てはありませんでしたので、推薦

者の方は入会を勧めて頂きます様お願いします。

日に行われました郡上長良川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

周年記念事業は、台風の接近で開催が心配

されましたが、幸い速度が遅かったので大した雨

風もなく、大勢の方にお越し頂き、盛大に開催さ

れましたことを心よりお慶び申し上げます。事前

呼びかけをしてみえました

ので、当日は中学生の参加が大変多くありました。

－4人から、吉田沙保里

への質問タイムがあり、和やかなう

ちに終わりました。このトークショーで感じたこ

選手を勝たせるために強い言葉を言

うことがあるが、その時、選手は心が折れたり、

10 月 5 日 第

  西村 肇会員

           廣瀬泰輔会員

・前田伊三夫 

・オーストラリア) 

：変化をもたらす) 

回東海北陸道

グループクラブ対抗ゴルフ大会」開催の案内 

各務原カントリー倶楽部にて 

 

回郡上八幡

旗争奪郡上市中学校軟式野球大会」開催の案

郡上市民球場にて 

を行ないます。ビジター希望

先週、新会員候補者を発表しましたが、本日ま

でに異議申し立てはありませんでしたので、推薦

者の方は入会を勧めて頂きます様お願いします。 

日に行われました郡上長良川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

周年記念事業は、台風の接近で開催が心配

されましたが、幸い速度が遅かったので大した雨

風もなく、大勢の方にお越し頂き、盛大に開催さ

れましたことを心よりお慶び申し上げます。事前

呼びかけをしてみえました

ので、当日は中学生の参加が大変多くありました。

人から、吉田沙保里

への質問タイムがあり、和やかなう

ちに終わりました。このトークショーで感じたこ

選手を勝たせるために強い言葉を言

が折れたり、

第 1木曜日 

肇会員 

廣瀬泰輔会員 



なんで？と思うことがあるかも知れないが、後に

なって、勝つために監督さんは言ってくれたんだ

とわかり、ありがたいと思うのだなということで

す。強くなるためには、監督と選手が常に信頼関

係を保つことだと思いました。これは、家庭・会

社等に置き換えても同じだと思いました。という

ことで、郡上長良川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞさんの

事業は、当初の目的を充分に達成

業であったと思います。当日参加された当クラブ

の会員の皆様、御多用中のところ御苦労様でした。

 

会 員 卓 話

ないことがあると言いました。それは、私の名前

「主税」は、大石内蔵助の子供の名前をつけたと

いう事だが、それは間違い

介の家の隣に、土屋主税という人がいて、その人

は、夜、討ち入りに来た時に、

に掛け、通り易くして感謝されたということで、

その人からとったと言うのです。私としては、大

石内蔵助の子供の名前からとったと言う方が格好

良いのですが…。

 あとは、何年か前に

方で私と同じ名前の人が喪主になっていると教え

てくれた友人がいました。私の名前は変っている

と思っていったので、岐阜に同姓同名の人がいる

とわかってびっくりしました。

 先日、左京稲荷の横の空地の件で、岐阜の神社

庁へ行って来ました。

ませんでしたが、経緯を話し納得して頂けました。

 私は、人工透析を

管を血管に通すのが痛くて、とても大変な思いを

しています。皆さん、健康には気を付けて下さい。

しかし、病気になった時は、病気に逆らわないよ

うに付き合って下さい。私も明日の命はわかりま

せんが、頑張って生きたいと思いますので、よろ

しくお願い致します。

 

会 員 卓 話

冷凍食品があるので

の頃は大変だっただろうと思います。先ほど、

藤さんのお話で名前の由来について話されました

と思うことがあるかも知れないが、後に

なって、勝つために監督さんは言ってくれたんだ

とわかり、ありがたいと思うのだなということで

す。強くなるためには、監督と選手が常に信頼関

つことだと思いました。これは、家庭・会

社等に置き換えても同じだと思いました。という

ことで、郡上長良川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞさんの

事業は、当初の目的を充分に達成

業であったと思います。当日参加された当クラブ

の会員の皆様、御多用中のところ御苦労様でした。

話 遠藤主税会員

 

の

くなりました。法事の時に、

14

隣に座り、

が、そのおばさんが、私に

言っておかなければなら

ないことがあると言いました。それは、私の名前

「主税」は、大石内蔵助の子供の名前をつけたと

いう事だが、それは間違い

介の家の隣に、土屋主税という人がいて、その人

は、夜、討ち入りに来た時に、

に掛け、通り易くして感謝されたということで、

その人からとったと言うのです。私としては、大

石内蔵助の子供の名前からとったと言う方が格好

良いのですが…。 

あとは、何年か前に、新聞のお悔やみに

方で私と同じ名前の人が喪主になっていると教え

てくれた友人がいました。私の名前は変っている

と思っていったので、岐阜に同姓同名の人がいる

とわかってびっくりしました。

先日、左京稲荷の横の空地の件で、岐阜の神社

庁へ行って来ました。最初はなかなか入れてくれ

ませんでしたが、経緯を話し納得して頂けました。

は、人工透析を 1日おきに受けていますが、

管を血管に通すのが痛くて、とても大変な思いを

しています。皆さん、健康には気を付けて下さい。

しかし、病気になった時は、病気に逆らわないよ

うに付き合って下さい。私も明日の命はわかりま

せんが、頑張って生きたいと思いますので、よろ

しくお願い致します。 

話 坂本 仁会員

冷凍食品があるのでまだ良いのですが、遠藤さん

の頃は大変だっただろうと思います。先ほど、

藤さんのお話で名前の由来について話されました

と思うことがあるかも知れないが、後に

なって、勝つために監督さんは言ってくれたんだ

とわかり、ありがたいと思うのだなということで

す。強くなるためには、監督と選手が常に信頼関

つことだと思いました。これは、家庭・会

社等に置き換えても同じだと思いました。という

ことで、郡上長良川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞさんの

事業は、当初の目的を充分に達成した意義ある事

業であったと思います。当日参加された当クラブ

の会員の皆様、御多用中のところ御苦労様でした。

遠藤主税会員 

 先日、私の父

の 13 番目のおばさんが亡

くなりました。法事の時に、

14 番目のおばさんが私の

隣に座り、お話したのです

が、そのおばさんが、私に

言っておかなければなら

ないことがあると言いました。それは、私の名前

「主税」は、大石内蔵助の子供の名前をつけたと

いう事だが、それは間違いで、本当は、吉良上野

介の家の隣に、土屋主税という人がいて、その人

は、夜、討ち入りに来た時に、明るい提灯を屋敷

に掛け、通り易くして感謝されたということで、

その人からとったと言うのです。私としては、大

石内蔵助の子供の名前からとったと言う方が格好

、新聞のお悔やみに

方で私と同じ名前の人が喪主になっていると教え

てくれた友人がいました。私の名前は変っている

と思っていったので、岐阜に同姓同名の人がいる

とわかってびっくりしました。 

先日、左京稲荷の横の空地の件で、岐阜の神社

最初はなかなか入れてくれ

ませんでしたが、経緯を話し納得して頂けました。

日おきに受けていますが、

管を血管に通すのが痛くて、とても大変な思いを

しています。皆さん、健康には気を付けて下さい。

しかし、病気になった時は、病気に逆らわないよ

うに付き合って下さい。私も明日の命はわかりま

せんが、頑張って生きたいと思いますので、よろ

 

仁会員 

 遠藤さんは人生の大先

輩ですが、娘さんのお弁

当を作ってみえたという

ことをお聞きし、私も今、

高校生の娘のお弁当を毎

朝作っています。最近は

まだ良いのですが、遠藤さん

の頃は大変だっただろうと思います。先ほど、

藤さんのお話で名前の由来について話されました

と思うことがあるかも知れないが、後に

なって、勝つために監督さんは言ってくれたんだ

とわかり、ありがたいと思うのだなということで

す。強くなるためには、監督と選手が常に信頼関

つことだと思いました。これは、家庭・会

社等に置き換えても同じだと思いました。という

ことで、郡上長良川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞさんの 40 周年記念

した意義ある事

業であったと思います。当日参加された当クラブ

の会員の皆様、御多用中のところ御苦労様でした。

先日、私の父 14 人兄弟

番目のおばさんが亡

くなりました。法事の時に、

番目のおばさんが私の

お話したのです

が、そのおばさんが、私に

言っておかなければなら

ないことがあると言いました。それは、私の名前

「主税」は、大石内蔵助の子供の名前をつけたと

本当は、吉良上野

介の家の隣に、土屋主税という人がいて、その人

明るい提灯を屋敷

に掛け、通り易くして感謝されたということで、

その人からとったと言うのです。私としては、大

石内蔵助の子供の名前からとったと言う方が格好

、新聞のお悔やみに岐阜の

方で私と同じ名前の人が喪主になっていると教え

てくれた友人がいました。私の名前は変っている

と思っていったので、岐阜に同姓同名の人がいる

先日、左京稲荷の横の空地の件で、岐阜の神社

最初はなかなか入れてくれ

ませんでしたが、経緯を話し納得して頂けました。

日おきに受けていますが、

管を血管に通すのが痛くて、とても大変な思いを

しています。皆さん、健康には気を付けて下さい。

しかし、病気になった時は、病気に逆らわないよ

うに付き合って下さい。私も明日の命はわかりま

せんが、頑張って生きたいと思いますので、よろ

遠藤さんは人生の大先

輩ですが、娘さんのお弁

当を作ってみえたという

ことをお聞きし、私も今、

高校生の娘のお弁当を毎

朝作っています。最近は

まだ良いのですが、遠藤さん

の頃は大変だっただろうと思います。先ほど、遠

藤さんのお話で名前の由来について話されました

と思うことがあるかも知れないが、後に

なって、勝つために監督さんは言ってくれたんだ

とわかり、ありがたいと思うのだなということで

す。強くなるためには、監督と選手が常に信頼関

つことだと思いました。これは、家庭・会

社等に置き換えても同じだと思いました。という

周年記念

した意義ある事

業であったと思います。当日参加された当クラブ

の会員の皆様、御多用中のところ御苦労様でした。 

人兄弟

番目のおばさんが亡

くなりました。法事の時に、

番目のおばさんが私の

お話したのです

が、そのおばさんが、私に

言っておかなければなら

ないことがあると言いました。それは、私の名前

「主税」は、大石内蔵助の子供の名前をつけたと

本当は、吉良上野

介の家の隣に、土屋主税という人がいて、その人

明るい提灯を屋敷

に掛け、通り易くして感謝されたということで、

その人からとったと言うのです。私としては、大

石内蔵助の子供の名前からとったと言う方が格好

岐阜の

方で私と同じ名前の人が喪主になっていると教え

てくれた友人がいました。私の名前は変っている

と思っていったので、岐阜に同姓同名の人がいる

先日、左京稲荷の横の空地の件で、岐阜の神社

最初はなかなか入れてくれ

ませんでしたが、経緯を話し納得して頂けました。 

日おきに受けていますが、

管を血管に通すのが痛くて、とても大変な思いを

しています。皆さん、健康には気を付けて下さい。

しかし、病気になった時は、病気に逆らわないよ

うに付き合って下さい。私も明日の命はわかりま

せんが、頑張って生きたいと思いますので、よろ

遠藤さんは人生の大先

輩ですが、娘さんのお弁

当を作ってみえたという

ことをお聞きし、私も今、

高校生の娘のお弁当を毎

朝作っています。最近は

まだ良いのですが、遠藤さん

遠

藤さんのお話で名前の由来について話されました

が、私の名前も珍しいと思っていたら、インター

ネットで調べると、同姓同名の人が結構いました。

2－

術」ということで医者が多いようですが、

合は音楽家の名前だそうです。

 さて

いと思います。まず、糖尿病の話です。現在糖尿

病で治療を受けている人は、全国で

いて、潜在的に糖尿病だけれど病院に罹っていな

いとか、自

ものすごい数になると思います。自覚症状が最初

はな

年 10

番は血管の病気です。動脈硬化が進むとか血管が

もろくなるとか、心筋梗塞、脳梗塞、あとは腎臓

病、神経の障害、最近はあまりありません

壊疽があります。歯周病も合併症です。自分の健

康状態を、

が大事です。酸素を運ぶ赤血球のヘモグロビンに

糖が何パーセントくっついているかという検査で

すが、

5.5

なりません。

れば、今は良くても何年後かに合併症が出て、生

活に支障が出て来ます。事業主さんは健診を受け

てみえない方が多いので、健診は必ず受けて下さ

い。毎年

ルーにライトアップされます。

文化センターで午後

科医師会・薬剤師会で、栄養相談やヘモグロビン

A1c

ます。すでに治療をしている方が多く、もっと若

い 40

頂きたいと思います。

 次に、内視鏡検査の話ですが、郡上市では今年

から胃カメラによる検診を行なっています。

準備段階から委員長として携わってきました。当

初、バリウム検査の対象者で、実際に検査をされ

た方は

に来た方に、胃カメラとどちらがよいか調査をし

たところ、約半分の方が胃カメラの方がよいと答

えました。そのアンケートをもとに、郡上市は今

年度

た。今年

千人もあったそうですが、自

ればならないということもあってか

検診を受けた方は

最近は、ピロリ菌を除菌する人が増え、以前のよ

うに吐血して病院に運ばれる人は少なくなりまし

た。外科手術をしないで、内視鏡で採れる初期の

胃がんはあるので、そのような癌を見つけるとい

う意味でも、

さい。

して頂きたいと思います

が、私の名前も珍しいと思っていたら、インター

ネットで調べると、同姓同名の人が結構いました。

－3年前ですが、医者が

術」ということで医者が多いようですが、

合は音楽家の名前だそうです。

さて今回も、私の仕事に関することをお話した

いと思います。まず、糖尿病の話です。現在糖尿

病で治療を受けている人は、全国で

いて、潜在的に糖尿病だけれど病院に罹っていな

いとか、自分が糖尿病だと知らないと言う人は、

ものすごい数になると思います。自覚症状が最初

はなく喉が渇くくらい

10 年経つといろいろな合併症が出て来ます。一

番は血管の病気です。動脈硬化が進むとか血管が

もろくなるとか、心筋梗塞、脳梗塞、あとは腎臓

病、神経の障害、最近はあまりありません

壊疽があります。歯周病も合併症です。自分の健

康状態を、健診

が大事です。酸素を運ぶ赤血球のヘモグロビンに

糖が何パーセントくっついているかという検査で

すが、健診の基準では

5.5～6％は予備軍ということで気を付けなければ

なりません。6％を超えると何らかの対応をしなけ

れば、今は良くても何年後かに合併症が出て、生

活に支障が出て来ます。事業主さんは健診を受け

てみえない方が多いので、健診は必ず受けて下さ

い。毎年 11 月の世界糖尿病デーには、八幡城がブ

ルーにライトアップされます。

文化センターで午後

科医師会・薬剤師会で、栄養相談やヘモグロビン

A1c の検査などを行ない、糖尿病の相談をしてい

ます。すでに治療をしている方が多く、もっと若

40 代・50 代で

頂きたいと思います。

次に、内視鏡検査の話ですが、郡上市では今年

から胃カメラによる検診を行なっています。

準備段階から委員長として携わってきました。当

初、バリウム検査の対象者で、実際に検査をされ

た方は 20％しかありませんでした。バリウム検査

に来た方に、胃カメラとどちらがよいか調査をし

たところ、約半分の方が胃カメラの方がよいと答

えました。そのアンケートをもとに、郡上市は今

年度 1,200 人分の内視鏡の予算をとってくれまし

た。今年 2月の時点で行われた検診希望者は、

千人もあったそうですが、自

ればならないということもあってか

検診を受けた方は

最近は、ピロリ菌を除菌する人が増え、以前のよ

うに吐血して病院に運ばれる人は少なくなりまし

た。外科手術をしないで、内視鏡で採れる初期の

胃がんはあるので、そのような癌を見つけるとい

う意味でも、是非

さい。気軽に予約をして頂き、自分の健康管理を

して頂きたいと思います

が、私の名前も珍しいと思っていたら、インター

ネットで調べると、同姓同名の人が結構いました。

年前ですが、医者が 5

術」ということで医者が多いようですが、

合は音楽家の名前だそうです。

も、私の仕事に関することをお話した

いと思います。まず、糖尿病の話です。現在糖尿

病で治療を受けている人は、全国で

いて、潜在的に糖尿病だけれど病院に罹っていな

分が糖尿病だと知らないと言う人は、

ものすごい数になると思います。自覚症状が最初

喉が渇くくらいですが、それを放置して

年経つといろいろな合併症が出て来ます。一

番は血管の病気です。動脈硬化が進むとか血管が

もろくなるとか、心筋梗塞、脳梗塞、あとは腎臓

病、神経の障害、最近はあまりありません

壊疽があります。歯周病も合併症です。自分の健

健診などで血液検査をして調べること

が大事です。酸素を運ぶ赤血球のヘモグロビンに

糖が何パーセントくっついているかという検査で

の基準では5.5％未満

％は予備軍ということで気を付けなければ

％を超えると何らかの対応をしなけ

れば、今は良くても何年後かに合併症が出て、生

活に支障が出て来ます。事業主さんは健診を受け

てみえない方が多いので、健診は必ず受けて下さ

の世界糖尿病デーには、八幡城がブ

ルーにライトアップされます。

文化センターで午後 2時より、郡上市医師会・歯

科医師会・薬剤師会で、栄養相談やヘモグロビン

の検査などを行ない、糖尿病の相談をしてい

ます。すでに治療をしている方が多く、もっと若

代で健診を受けてみえない方に来て

頂きたいと思います。 

次に、内視鏡検査の話ですが、郡上市では今年

から胃カメラによる検診を行なっています。

準備段階から委員長として携わってきました。当

初、バリウム検査の対象者で、実際に検査をされ

％しかありませんでした。バリウム検査

に来た方に、胃カメラとどちらがよいか調査をし

たところ、約半分の方が胃カメラの方がよいと答

えました。そのアンケートをもとに、郡上市は今

人分の内視鏡の予算をとってくれまし

月の時点で行われた検診希望者は、

千人もあったそうですが、自

ればならないということもあってか

検診を受けた方は現在 400 人

最近は、ピロリ菌を除菌する人が増え、以前のよ

うに吐血して病院に運ばれる人は少なくなりまし

た。外科手術をしないで、内視鏡で採れる初期の

胃がんはあるので、そのような癌を見つけるとい

是非胃カメラによる検診を受けて下

気軽に予約をして頂き、自分の健康管理を

して頂きたいと思います。 

が、私の名前も珍しいと思っていたら、インター

ネットで調べると、同姓同名の人が結構いました。

5人いました。

術」ということで医者が多いようですが、

合は音楽家の名前だそうです。 

も、私の仕事に関することをお話した

いと思います。まず、糖尿病の話です。現在糖尿

病で治療を受けている人は、全国で 300

いて、潜在的に糖尿病だけれど病院に罹っていな

分が糖尿病だと知らないと言う人は、

ものすごい数になると思います。自覚症状が最初

ですが、それを放置して

年経つといろいろな合併症が出て来ます。一

番は血管の病気です。動脈硬化が進むとか血管が

もろくなるとか、心筋梗塞、脳梗塞、あとは腎臓

病、神経の障害、最近はあまりありません

壊疽があります。歯周病も合併症です。自分の健

などで血液検査をして調べること

が大事です。酸素を運ぶ赤血球のヘモグロビンに

糖が何パーセントくっついているかという検査で

％未満となっています。

％は予備軍ということで気を付けなければ

％を超えると何らかの対応をしなけ

れば、今は良くても何年後かに合併症が出て、生

活に支障が出て来ます。事業主さんは健診を受け

てみえない方が多いので、健診は必ず受けて下さ

の世界糖尿病デーには、八幡城がブ

ルーにライトアップされます。14 日には、郡上市

時より、郡上市医師会・歯

科医師会・薬剤師会で、栄養相談やヘモグロビン

の検査などを行ない、糖尿病の相談をしてい

ます。すでに治療をしている方が多く、もっと若

を受けてみえない方に来て

次に、内視鏡検査の話ですが、郡上市では今年

から胃カメラによる検診を行なっています。

準備段階から委員長として携わってきました。当

初、バリウム検査の対象者で、実際に検査をされ

％しかありませんでした。バリウム検査

に来た方に、胃カメラとどちらがよいか調査をし

たところ、約半分の方が胃カメラの方がよいと答

えました。そのアンケートをもとに、郡上市は今

人分の内視鏡の予算をとってくれまし

月の時点で行われた検診希望者は、

千人もあったそうですが、自分で予約を入れなけ

ればならないということもあってか出足が悪く、

人もいない状況です。

最近は、ピロリ菌を除菌する人が増え、以前のよ

うに吐血して病院に運ばれる人は少なくなりまし

た。外科手術をしないで、内視鏡で採れる初期の

胃がんはあるので、そのような癌を見つけるとい

胃カメラによる検診を受けて下

気軽に予約をして頂き、自分の健康管理を

 

が、私の名前も珍しいと思っていたら、インター

ネットで調べると、同姓同名の人が結構いました。

た。「医は仁

術」ということで医者が多いようですが、私の場

も、私の仕事に関することをお話した

いと思います。まず、糖尿病の話です。現在糖尿

300 万人以上

いて、潜在的に糖尿病だけれど病院に罹っていな

分が糖尿病だと知らないと言う人は、

ものすごい数になると思います。自覚症状が最初

ですが、それを放置して 5

年経つといろいろな合併症が出て来ます。一

番は血管の病気です。動脈硬化が進むとか血管が

もろくなるとか、心筋梗塞、脳梗塞、あとは腎臓

病、神経の障害、最近はあまりありませんが足の

壊疽があります。歯周病も合併症です。自分の健

などで血液検査をして調べること

が大事です。酸素を運ぶ赤血球のヘモグロビンに

糖が何パーセントくっついているかという検査で

っています。

％は予備軍ということで気を付けなければ

％を超えると何らかの対応をしなけ

れば、今は良くても何年後かに合併症が出て、生

活に支障が出て来ます。事業主さんは健診を受け

てみえない方が多いので、健診は必ず受けて下さ

の世界糖尿病デーには、八幡城がブ

は、郡上市

時より、郡上市医師会・歯

科医師会・薬剤師会で、栄養相談やヘモグロビン

の検査などを行ない、糖尿病の相談をしてい

ます。すでに治療をしている方が多く、もっと若

を受けてみえない方に来て

次に、内視鏡検査の話ですが、郡上市では今年

から胃カメラによる検診を行なっています。私は

準備段階から委員長として携わってきました。当

初、バリウム検査の対象者で、実際に検査をされ

％しかありませんでした。バリウム検査

に来た方に、胃カメラとどちらがよいか調査をし

たところ、約半分の方が胃カメラの方がよいと答

えました。そのアンケートをもとに、郡上市は今

人分の内視鏡の予算をとってくれまし

月の時点で行われた検診希望者は、2

分で予約を入れなけ

出足が悪く、

もいない状況です。

最近は、ピロリ菌を除菌する人が増え、以前のよ

うに吐血して病院に運ばれる人は少なくなりまし

た。外科手術をしないで、内視鏡で採れる初期の

胃がんはあるので、そのような癌を見つけるとい

胃カメラによる検診を受けて下

気軽に予約をして頂き、自分の健康管理を


