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ロータリーソング  ｢手に手つないで｣ 

来客紹介      ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間  『新会員自己紹介』 

 横田 則夫 会員/ 小林 孝憲 会員 
 

 

 

地区から要請のありました、次年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐候補として高原宏之

会員を理事会で承認し、受理して頂きましたので御報告申し上げま

す。 

８/９（金）にﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会の皆さんのお世話で「夏の家族

会」を開催していただきました。天気にも恵まれ、ﾏﾂﾀﾞｽﾞｰﾑｽﾞｰﾑｽﾀ

ｼﾞｱﾑのﾊﾟｰﾃｨﾍﾞﾗﾝﾀﾞに、会員５２名とご家族の皆様を含め総勢１４４

名の皆様にご参加をいただきました。 神農理事、鈴木委員長をは

じめ、親睦委員会の皆様には、ｹﾞｰﾑやｱﾄﾗｸｼｮﾝや充分な飲み物、

食事などにご配慮をいただき、素晴らしい家族会になったと思いま

す。残念ながらｶｰﾌﾟは逆転負けではございましたが、参加者の皆様

には本当に喜んでいただけたと思っております。親睦委員会の皆様

には、重ねて心から御礼を申し上げます。 

また、松田元ｵｰﾅｰから礼状を頂いておりますので回覧します。 

８/１４に故武田学千会員の初盆のお参りに伺う予定でしたが、武田

会員のご長男である哲司さんご逝去の一報が入り、急遽、１５日のご

葬儀に参列してまいりました。哲司さんは、いずれ当ｸﾗﾌﾞに入会し

ていただけると思っておりましたが、相次ぐ訃報に本当に残念でなり

ません。改めて１８日に、我がｸﾗﾌﾞを代表して、越智副幹事と共に可

部町綾ヶ谷のお住まいに、初盆のお参りに伺いました。武田先生の

生前を偲ぶ書や、親交のあった故北田会員の絵画があり懐かしく思

い出しました。心からご冥福をお祈り申し上げます。 

皆さんご承知の通り、お盆の習わしは、お釈迦様の弟子の一人、目

連尊者が母を救う話に由来しておりまして、ある時、神通力によって

亡き母が餓鬼道に落ちて苦しんでいることを知り、お釈迦様に相談

したところ、「夏の修行が終わった７月１５日に僧侶を招き、多くの供 

 

物をささげて供養すれば母を救うことが出来るであろう」と言われ、そ

の通りにしたところ、その功徳によって母が極楽往生をとげたという

逸話が残っております。 我が国では、６０６年、推古天皇十四年七

月十五日斎会を設けたのが初めてとされ、６５７年、斎明天皇三年七

月十五日飛鳥寺で盂蘭盆会が催されたと記されております。 お寺

では施餓鬼供養をいたしますが、一般には、先祖の霊を慰め、先祖

に感謝する報恩感謝の時でございます。 会員の皆様には、ご先祖

を供養され、家内安全、子孫繁栄の祈念をされたものと思います。 

皆様の益々のご健勝をお祈りいたします。 
 

 
 

ﾛｰﾀﾘｰ財団よりﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰ

の認証を受けた庄子会長

に認証の品をお渡ししまし

た。 

（ﾛｰﾀﾘｰ財団管理委員会が、

世界理解と平和のための基

金として設立しました。この

「恒久基金」に多大な寄付

を行ったﾛｰﾀﾘｱﾝはﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰと呼ばれます。） 
 

 

 

プログラム委員会  岡部委員長 

例会終了後、委員会開催 

奨学育英資金特別委員会  丸本委員長 

例会終了後、委員会開催 

ロータリー家族親睦委員会  鈴木委員長 

８/９夏の家族会 お礼 

財団プログラム委員会  佐々木会員 

２０１４-１５年度ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金奨学生と地区補助金奨学生の募集

が行われます。応募期間は２０１３年１０月３１日までです。 

募集要項は事務局または地区のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできます。 
 

 

 

【自主出宝】 

庄子会員･泉会員･久保(豊)会員･東会員・越智会員 ８/９に行われ

ました、ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑでの夏の家族会に多くの方に参加頂きありがと

うございました。また、神農理事、鈴木委員長をはじめとする家族親

睦委員会のみなさん、準備から当日の後片付けまで、本当にご苦労

様でした。参加した皆さんも非常に喜んでいました。 

ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会ﾒﾝﾊﾞｰ ８/９のﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑでの家族会に大

勢ご参加下さり、ありがとうございました。ｶｰﾌﾟは負けましたが、楽し

んでもらえましたでしょうか？委員会一同御礼申し上げます。 

鈴木会員 ８/９｢夏の家族会｣でｹﾞｰﾑに使用したｽﾄﾗｯｸｱｳﾄを私の三

男がＧＥＴして帰りましたので出宝します。 

原田会員◇ 先日ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑでの家族会に１０名で参加させて 

■本日の例会    ２０１３年８月２９日（木）    第２１４６回 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告等 

ニコニコ箱 

卓話時間 『会員増強月間にちなんで』 

 職業分類会員増強委員会 

前回例報告     ２０１３年８月２２日（木）  第２１４５回

会長時間                会長   庄子 佳良 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 

委員会報告 

ロータリー財団寄付認証伝達 
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頂き楽しませて頂きました。 

山下江会員 先日のｶｰﾌﾟ戦家族会で次女が４－５のｽｺｱをｽﾞﾊﾞ

ﾘ的中させました。ｶﾞﾝちゃんこと岩本選手のｻｲﾝ色紙をもらい大

喜びでした。家族親睦委員の皆さん、ありがとうございました。 

吉永会員 先日の夏の家族会のｼﾞｬﾝｹﾝ大会で息子が見事に

勝ち進み、ＢＭＷの豪華なﾐﾆｶｰを頂きました。ありがとうござい

ました。今度は本物が買える様に今まで以上に仕事を頑張りた

いと思います。 

高原会員 この度、小生、微力ではございますが、２０１４-１５年

度２７１０地区ｸﾞﾙｰﾌﾟ６のｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を拝命しました。その役目

を果たすべく最善の努力をする限りです。皆様方の協力をお願

いする次第です、 

久保田会員･山内会員･丸本会員･島田会員･合田会員･渡部会

員 昨日､｢久保田会員のｴｰｼﾞｼｭｰﾄを狙う会｣のｺﾞﾙﾌで久保田

会員が数え年ｴｰｼﾞｼｭｰﾄを達成されました。本物のｴｰｼﾞｼｭｰﾄ

は次回以降への持ち越しですが、その日は近そうです。 

中村会員 先日妻の誕生祝いのお花が届きました。ｶﾐさんも毎

年のことながら嬉し顔でした。夫婦共々御礼申し上げます。 

水野会員 横田会員、本日の卓話楽しみにしております。 

久保田会員 山本正さんの顔を久しぶりに見て安心しました。

山本正さんとは昭和６年生まれの同い年で心配しておりました。 

中山会員 本年度会員名簿を見ましたところ、野球同好会名簿

から東さんを始めとして数名の名前が漏れていました。申し訳あ

りませんでした。しかし、会費はしっかり頂きます。 

松本会員 野球部にご声援頂きありがとうございました。甲子園

出場経験は選手たちにとって貴重な糧となったと思います。 
 

当日計 39,000 円（内、ｗｅｂ5,000 円） 累計 425,000 円 

★=101000 円 ☆=5,000 円 ◆=3,000 円 ◇=2,000 円 
 

 

 

『新会員自己紹介』 

 

横田 則夫 会員（２０１３年６月２０日入会） 

６月に入会いたしました横田則夫

です。現在、広島駅新幹線口に

ありますｸﾞﾗﾝｱｰｸﾃﾗｽで心療内

科・精神科のクリニックを開業し

て３年目になります。水野会員、

高原会員のご推薦で入会させて

いただきました。 

生まれは愛媛県大洲市で、高校時代まで過ごしました。大洲市

といってもご存じない方も多いと思いますが、松山市と宇和島市

の中間あたりになります。その大洲市の中心からさらに２０km 山

奥にある蔵川という場所が中学生まで育った地です。この蔵川

というところは広島県で言えば、三次市から２０km 山奥、作木あ

たりになるかと思います。大洲市は大昔には、ＮＨＫの朝の連続

ドラマで｢あまちゃん｣ならぬ｢おはなはん｣の舞台でありまして、

今は懐かしい樫山文江の主演でしたが、年配の会員の方には

思い出される方もいらっしゃるのではないでしょうか。少し近くで

は東京ラブストーリーの撮影も行われました。どちらも古い話で

す。寒村というにふさわしい集落でしたので、１７人の同級生は、

幼稚園から中学卒業まで一緒のクラスでした。今はすべて廃校

になりました。 

さて、そのような地方都市ですが、意外に有名人を輩出していま

す。大洲市の隣町の内子町出身者にノーベル賞作家の大江健

三郎さんがいます。大江さんの出身地は大瀬で、私の出身地蔵

川と田舎度を競っています。大江健三郎さんの芥川賞受賞作、

「飼育」を読んだときに、出てくる村は私が育った村とそっくりと思

いました。閉鎖的で素朴、平家の落人が住んでいそうなところで

す。大江健三郎さんには「広島ノート」という原爆に関するルポ

ルタージュがありますが、私が大学時代に所属しました広島大

学医学部野球部の先輩や同級生には、重籐先生や松坂先生と

いう広島ノートに出てくるお医者さんの子弟もおられました。因

みに、私の妻は大学で、大江健三郎を研究していました、不思

議な因縁があります。 

もう一人、私の故郷の出身者としては、青色ダイオードの発明者、

中村 修二さんがいます。青色ダイオードといわれてもなかなか

ピンと来ないと思いますが、信号の青色が見えやすくなったのは

この青色ダイオードのおかげです。それまで白や赤のダイオー

ドがあっても、なかなか青がなかったところに青色ダイオードを

発明した、画期的な業績にもかかわらず、日本の大学からお呼

びがかからないし、所属していた会社からも大したご褒美も出な

いという扱いを受けます。彼はのちに日本ではなくカリフォルニ

ア大学の教授に招聘されました。発明の対価として２００億円の

訴訟を起こしたので有名になりましたが、これは報酬云々よりも

工学技術者の価値が低く評価されたままの現状への抗議だっ

たようです。中村さんは高校の５年先輩にあたり惜しくもご本人と

接触する機会はなかったわけですが、中村さんの著作の「怒り

のブレイクスルー」に、私自身も習ったことのある数学の名物教

師の話が出てきたりして、懐かしく読みました。高校については

保守的で詰まらん学校だったと言っていて、残念ながら確かに

そうでした。 

広島に来て一つ強く印象に残っているのは、大学入試に来たと

きのことです。宿がなかなか予約出来なくて、一泊だけ三滝荘に

泊まることになりました。今は結婚式場になった三滝荘ですが、

当時は将棋のＡ級戦の舞台となるような由緒ある割烹旅館でし

た、ﾃｰﾌﾞﾙ一杯に料理が出て、女将さんが接待してくれました。

すごくいい気分になりまして、そのおかげで合格できました。 

大学受験を経て広島に来まして、最初に住んだのは南区旭町

の６畳一間でした。最初の夜の空がいつまでも明るくて眠れなか

ったのを覚えています。都会だなと思ったものです。田舎の空は

真っ暗で、だからこそ満天の星をながめることができるのですが、

広島の空はそうした真っ暗さとはほど遠く、空の明るさは町のネ

オンが作っていたわけです。その光に何度も吸い寄せられるわ

けですけど。 

前回、藤田さんの結婚式が１９７９年１１月４日のカープと近鉄の

日本ｼﾘｰｽﾞ最終戦と同じ日で、招待客の皆さんも新郎もテレビ

にかじりついていたお話がありました。同じ日に私は、大学２年

生で、どこかの女子大の学生と合ﾊｲをしていたと記憶していま

す。今はなつかし合同ﾊｲｷﾝｸﾞです。私は当時近鉄ﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞ

のﾌｧﾝで、西村監督とﾏﾆｴﾙが好きだったので、一人近鉄を応

援していたのですが、周りは当然ｶｰﾌﾟﾌｧﾝだけでした。 

さて、大学を卒業後に精神科医の道を歩んだのですが、大学に

入る頃から精神科に進もうと思っていました。私は古い文学が好

きでして、特に夏目漱石が好きでした。夏目漱石の著作は全部

書簡集まで読んで、奥さんの追想録も読みましたが、夏目漱石

はﾛﾝﾄﾞﾝ留学時代に妄想を伴う躁うつ病にかかっています。奥さ

んは割と大雑把な方のようですが、それでも随分苦労をされて

います。夏目漱石には内省的で陰鬱な作品が多い一方で、友

人や弟子が多くて陽気で社交的な面もあって、循環気質といわ

れる躁うつ病に多い性格でした。他にも、躁うつ病を持っていた

著名人はたくさんいて、宗教改革のﾏﾙﾁﾝ・ﾙﾀｰ、ｲｷﾞﾘｽのﾁｬｰﾁ

ﾙなどが有名です。天才には精神障害を持つ人は多く、ｴｼﾞｿﾝ

はＡＤＨＤ、ﾋﾞﾙｹﾞｲﾂはｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ障害といわれています。音楽

家や芸術家にはたくさんおられます。そういったわけで、想像力

と精神障害の関係について研究している学者もいます。 

私は、自分自身が青年期の悩みにあったりして、人の心に関心

が高くなってこの道を選びました。田舎の近所の人には、せっか

く医者になったのに何で精神科なのかと言われることも多かった 

プログラム時間 
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のですが、神戸に住んでいたおじだけはこれから大事な分野に

なると応援してくれました。 

さて、精神医学には精神分析のように人間の心を読み解くような

領域がある一方で、精神医療の中心には実は薬があります。心

の問題になんで薬が効くのかとはじめは不思議に思いましたが、

心というのは脳の働きです。脳がｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ本体なら、心はその

上で働くｿﾌﾄｳｪｱでありまして、精神疾患はｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ本体に故

障が起きたり、ｿﾌﾄｳｪｱに暴走が起きているようなものです。私が

大学院に進んでからの研究は、抗うつ薬など躁うつ病に効く薬

がどのような働きをしているのかを明らかにすることでした。ﾗｯﾄ

に薬を飲ませて脳の中の神経伝達物質やその受容体に起きる

変化を調べました。数千匹のﾗｯﾄに犠牲になってもらいました。 

その後は、広島大学病院や東京都多摩老人医療ｾﾝﾀｰなどで

長く働き、県立大学の三原ｷｬﾝﾊﾟｽで教員をしたことや県立総合

精神保健福祉ｾﾝﾀｰというところで行政にかかわったこともありま

す。どれもおもしろさがありましたが、患者さんと直に接する臨床

が一番好きでしたので、最後は臨床ばっかりやりたいと思い、開

業にいたりました。 

精神疾患、特にうつ病や認知症が増え続けているのをご存知の

方も多いと思います。２００５年のＷＨＯの報告によれば、どのよ

うな病気が人の健康的な生活にインパクトが大きいかを測る尺

度ＤＡＬＹ（ダリ）というものでみると、第３位ががん、第２位が心臓

病、第１位が精神疾患となっています。途上国では、感染症や

下痢などがまだまだ多いのですが、先進国では今後ますます精

神疾患が問題となっていきます。うつ病の診断名がついた患者

さんは、平成１１年の４０万人が平成２０年には１０４万人に増え

ています。現在日本の認知症患者さんは、３００万人を超えてい

る計算です。 

これからも精神科心療内科の医療を通じて、社会に奉仕してい

きたいと考えております。今後とも、よろしくお願いいたします。 

 

小林 孝憲 会員（２０１３年７月１８日入会） 

こんにちは。新入会員の小林孝

憲です。 

山坂哲郎会員、久保豊年会員の

推薦によりこの伝統ある北ﾛｰﾀﾘｰ

に入会させて頂きました。 

この場をお借りして、私の自己紹

介をさせて頂きます。 

１９７５年１０月、東京都豊島区池袋生まれ。 

長野出身の父親と山口出身の母親の元、長男として生まれる。 

１歳まで東京で過ごし、父親の仕事の都合で２歳から北九州市

に引っ越し。目鼻立ちがはっきりしているため、よく周りからは顔

が濃い、クドイ、性格は九州男児そのままと言われていましたが

実際は九州の血は一滴も入っておりません。あくまでも見た目の

印象と性格だけです。 

幼少より身体が弱く、喘息持ちでした。今のこの体格からは想像

ができませんがやせ細り、身長、体重もはるかに平均以下。 

そこで身体を強くするために両親よりスポーツをすることを勧め

られましたが飽き性のため、中々続きません。ところが小学２年

生の時、仲の良い友人から誘われて剣道を見に行くことに・・・。

友人の防具をつけて、竹刀を振っている姿があまりにもかっこよ

く、すぐに剣道をすることになりました。この剣道は、小学、中学、

高校を通して１１年間続けることになりました。 

そして、中学、高校ではｼﾞｭﾆｱ国体強化選手に選ばれるまでに

なりました。高校での成績は最高で個人、県ベスト８。 

小学、中学、高校と北九州市で育ちましたが、大学受験を失敗

し、浪人することに・・。失敗した言いわけではございませんが丁

度この年、大学受験者数が一番多い、また就職氷河期でありま

した。また、この年、母が他界し、父が脳梗塞で右半身麻痺が残

り、進学費用を自分で作るしかなかったのです。 

このような出来事があり、大学進学よりも手に職をつけようと思い

たちました。それで選んだのが医療への道です。 

残念ながら医者になる頭は持ち合わせていないため、そこで

色々と調べた結果、整骨院の開業国家資格、柔道整復師を目

指すことに決めました。 

今では全国にたくさんの柔道整復師の学校がありますがこの時

代、全国で１４校の狭き門です。今回は目標がしっかりしていま

したので勉強し、万全の状態で受験に望みました。 

滑り止めを含め、３校。しかし、結果はすべて不合格。 

正直、試験はできたのに何でだろう？と疑問が残りました。 

また来年受験するため、そして生活をするためには働かなくて

はならない。ここでどうせ働くのであれば整骨院にしようと決めま

した。整骨院の先生で周りにも知り合いがいないため、電話帳

片手に片っ端から電話をかけまくりました。「与えられた仕事で

あれば、何でも致します。どうか雇って下さい。」実際、面識もな

いのにいきなりこんな電話がかかってきたら困りますよね。 

でも、この時は必死でした。結果、１００院以上ある北九州は全

滅。唯一、拾って頂いたのが北九州市から４０キロ離れた行橋市

の整骨院の先生だったのです。この時は本当に嬉しかった。そ

して一生懸命に働き、衝撃的な事実を先生から聞かされるので

す。「普通に受験しても通らない。その学校の卒業者の推薦が

必要。」なるほど。どうりで合格しないわけだ。 

翌年、推薦をしてもらい無事合格。その先生の母校、宮城県仙

台市の学校に行くことに。奨学金と２つのバイトを掛け持ち、何と

か学費を稼ぎつつ、充実した学生生活を送っている時に知り合

った女性。それが今の嫁さんです。彼女は大学の看護学科で

看護師を目指す学生。同じ医療を志す二人はすぐに恋に落ち

ました。ですが結婚したのはこれから１１年後、遠距離恋愛を５

年してその最中に色々と若気の至りで問題もありましたが今では

４歳の娘と来月出産予定の娘？がおります。３年間の学校生活

が過ぎ、無事、国家試験合格。師匠の先生の元で２年修行させ

て頂き、３年目に福岡市に分院をｵｰﾌﾟﾝ。その院長として働きま

したが転機がきたのが２９歳。その時、母親方の弟である叔父か

らの誘いで今の職に就きました。 

ここで少し私のｸﾘﾆｯｸについて話をさせて頂きます。専門は美

容外科、ｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ（抗加齢）です。 

女性ﾒｲﾝのｸﾘﾆｯｸが佐賀院開業１０年。長崎院４年。 

男性ﾒｲﾝのｸﾘﾆｯｸが福岡院開業９年。広島院２年。男性のｸﾘﾆｯ

ｸでは頭髪、脱毛がﾒｲﾝの施術になります。 

今現在４院を経営しています。全院で医師７名、看護師を含め

てスタッフが４０名です。 

この場をお借り致しまして、伝統ある北ﾛｰﾀﾘｰを紹介して頂きま

した山坂会員、久保会員、誠に有難うございます。 

まだ、入って２か月足らずですがたくさんの先輩方に食事に誘っ

て頂き、そしてさまざまな話をして頂き、ただただ感謝するばかり

です。今年３８歳とまだまだ若輩者ですがみなさまのご指導、ご

鞭撻よろしくお願い致します。 

 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１３年８月２２日（木） 会員数 ８３名 

出席 ６６名  欠席 １７名 

８月１日例会出席率  １００％ 

■次回例会  ２０１３年９月５日（木） 

卓話 「小さな祈りの影絵展 2013」  

    影絵ﾕｰｽﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ代表 森長蓉子 様 

    ㈲グリーンブリーズ    高林真澄 様 

食事 幕の内 


