
 
 
 
 
 
 
 

第 1811 回例会  

平成 26 年 12 月 8日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

会員卓話 魚谷 幸司 君 
 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング           「我等の生業」 

３．出席報告 

会員総数 48 名   出席者数 29 名 
出席率 60.42％  前回修正出席率 87.5％ 

 

４．会長スピーチ        会長 山東 剛一 君 

みなさん、こんにちは。

先週は、年次総会で次年

度の役員が決まりまし

た。みなさんのご協力あ

りがとうございました。

あらためて熱く御礼申

し上げます。 

さて、今月はロータリ

ー家族月間です。8 月会

員増強、9 月新世代、10

月職業奉仕と米山、11

月ロータリー財団で 12 月は家族月間となっています。

ガバナーGary Huang 氏は家族全員がロータリアンと

言っていますが、普通われわれの家庭では夫婦そろっ

てロータリアンとか親子でロータリアンというのも

稀(まれ)なことと思います。こういう時に新春 1 月 6

日に 40 周年記念式典兼新春夫婦例会が開催されます。

この夫婦例会にご夫婦おそろいで出席されることが

遅まきながらの家族月間になることまちがいなしで

す。当日は 40 周年記念式典でもありますので、是非

ともご夫婦おそろいでのご出席よろしくお願いいた

します。ありがとうございます。 

 

 
 
 
 

平成 27 年 1 月 6 日 マリーナシティホテル 

The 40th anniversary celebration 

５．幹事報告         幹事 中西 秀文 君 
○例会臨時変更のお知らせ 

有田南ＲＣ 12 月 16 日（火）→12 月 19 日（金） 
18：30～ 橘家(クリスマス家族例会)  

       1 月 6 日（火）→ 1 月 7 日（水） 
18：30～ シーサイド松宮(新年例会) 

有田ＲＣ  1 月 8 日（木）→ 1 月 8 日（木） 
18:00～ 橘家(新年夜間例会) 

○休会のお知らせ 

有田南ＲＣ  12 月 30 日（火） 
有田ＲＣ   1 月 1 日（木） 

 

６．会員卓話          魚谷 幸司 君 
私は、滋賀県大津市出身、優秀

な子だったが高校受験に失敗、遊

びを覚えた高校生活でした。その

後、勉強し、兵庫医大に入学。大

学でもクラブ(アメリカンフット

ボールクラブで 4 年生のキャプ

テン時、下部リーグながらも優勝

を経験)、遊びが中心。さすがに 6
年生時は必死に勉強しました。精

神科医を目指したのは、父親の影響、未知の分野に興

味を持っていました。 
病院勤務が始まり、助教授に仕込まれて、実際に患

者さんを診察するようになって「やらされる勉強」か

ら「やる勉強」に変わりました。和歌山に来たのは、

研修先の病院を決める時にじゃんけんに負けたから

ですが、周りの先生に恵まれ、和歌山に来たことを良

かったと思っています。 
精神科医の仕事について、入院患者さん(統合失調

症の人が多い)を如何に社会に戻すかが中心です。精

神保健指定医の役割は、精神疾患のある患者さんを強

制的に入院させることのできる医者のことです。 
平成 5 年より篤志面接委員として、少年院で犯罪少

年の面接をしました。家族の病理と感じることが多く、

少年犯罪では凶悪化、低年齢化が大きな問題です。

様々な要因(核家族化、飽食の時代、地域のあり方、

コンピューター社会での人間関係の希薄さ、性情報の

氾濫、等々)が考えられるが、あまりにも忍耐力の欠

如が目に付きます。母親にはもっと子供に関心を持っ

てもらい、初期のサインを見逃さないようにしてほし
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い。また、父親は威厳を強く持たなければいけないと

思います。 
また、看護学校の講師も経験しました。さらに、海

南保健所心の健康相談員として働き始めたことが、私

と海南市との出会いになりました。この他、大きな仕

事として精神鑑定を 2 例経験。夫婦間で起こった殺人

事件と放火事件。心神喪失状態にてどうしても責任追

及できない症例もあります。大阪池田小学校で起きた

事件の犯人は(情性欠如型)人格障害で、このような人

間は「責任能力あり」と判断されます。覚せい剤やシ

ンナー等使用による精神錯乱者はもっときつく罰せ

られるべきであると思います。 
開業時は食っていけるか大いに心配だったが、何と

か食べることが出来るようになった現状について、ロ

ータリーに入れていただき人間関係の幅が広がり、よ

かったと思います。 
 
７．閉会点鐘 
 

次回例会 
   第 1812 回例会 平成 26 年 12 月 15 日(月) 
    12：30～ 海南商工会議所４階 

ゲスト卓話 海南市長  神出 政巳 様 
 
 
 
 

山東 剛一 君  早朝から神戸の山奥より車を

飛ばして来ました。道路凍結

もなく、２時間少々でした。 
 魚谷 幸司 君   本日 久しぶりに卓話をさせ

て頂きます 
阪口 洋一 君  今日で７３歳 来年度会長で

す。健康診断を受け全てＯＫ

でした。 

田岡 郁敏 君  ソフトボールの試合に出まし

た。２打数２サードゴロ、併

殺でした。 

山田 裕之 君  魚谷先生、卓話、宜しくお願

いします。 
花田 宗弘 君  １１月はヨットで旅行のため、

留守にしました。 
 
 
 
 

家族でロータリーに参加しよう 
 

12 月のＲＩ会長メッセージ 

 黄其光(Gary C.K. Huang) 

親愛なるロータリアンの皆さん、 ロータリーカレ

ンダーを調べると、組織として私たちがどこに優先事

項を置いているのか一目瞭然です。ロータリー年度は

7 月に始まり、8 月は会員増強に留意し、9 月に新世

代を祝い、10 月は職業奉仕のた

めの月、などというように、ロ

ータリーにとって重要な異なっ

た話題に私たちの注意を向ける

のです。 
これは、素晴らしいアイデア

です。慌ただしく過ぎ去ってい

くロータリー年度で見過ごして

しまうであろう課題について話

し合うことを思い起こさせてく

れるからです。しかし、親睦か

ら私たちの財団に至るまで、ロータリーのカレンダー

にある一つひとつが大切だということを誰もが知っ

ています。それらすべてがロータリーを形成し、私た

ちすべてをロータリアンにするパーツなのです。 
家族全員ロータリアン 
 ロータリーでは、12 月は家族月間。私のロータリ

アンとしての月日を振り返ると、ロータリーにおいて、

いかに家族が大切なのか、また私たちの家族にとって

いかにロータリーが大切なものになり得るのかがわ

かります。 
 私の妻コリーナは、長年ロータリーの配偶者として

過ごし、ほんの数か月前にロータリーへの入会を決め

ました。3 人の子どもたちも、皆ロータリアンです。

彼らは自らの時間の中で、自分に合ったクラブに入会

しました。彼らはロータリーにそれぞれの関心を見つ

けました。彼らが自らの道を見つけるのを見守ってき

たので、ロータリー家族の多くがロータリーの奉仕に

関わっていることが、どれほど素晴らしいことなのか

に思いが至ります。 
食卓が学びの場になる 
 ロータリーは私たちが共に良いことができる機会

を与えてくれます。私たちはいつも、夕食を囲みなが

ら、ロータリーで関心を持っていることについて話題

にしています。私の家族は皆、異なる奉仕活動を行い、

異なるクラブに所属していますから、席を共にする時

は、世界のすべての地域のさまざまな人道的ニーズの

話題になります。新たに学ぶことが常にあります。 
 私たちの会話は、私たちの行動を通して人生で何が

大切なのかを子どもたちに教える最上の手段でもあ

ります。彼らは世界のいろいろな地域の生活がどのよ

うなものかを知り、できる時には他の人を支援する義

務が自分たちにはあるということを学ぶのです。わが

家においてロータリーの奉仕以上の授業はないと思

っています。 
 今のロータリー年度で、皆さんの多くが皆さんの家

族にロータリー、そしてローターアクトやインターア

クトへの入会を勧めてくださることを望んでいます。

ロータリーに家族を連れてくることは、「ロータリー

に輝きを」もたらすだけではなく、皆さんの人生その

ものにも輝きをもたらすことにもなります。 
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