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第 2398 回例会 12 月 2 日 12 時 30 分：点鐘 例会場 

今週の合唱〈君が代、奉仕の理想〉 
①開会宣言と点鐘 ②四つのテスト ③お食事 ④会長挨拶 ⑤幹事報告 

 ⑥誕生・結婚祝い ⑦奨学金の授与 イ･スミン奨学生 ⑧委員会報告 

⑥総会 ⑦ニコニコＢＯＸ発表 ⑧出席報告 ⑨閉会宣言と点鐘 

＊＊＊＊＊ 前回の記録  11 月２５日(火) ＊＊＊＊＊ 

◆会長挨拶  神 定 一 雄会長 

皆さん こんにちは、

冬らしく厳しい寒さにな

ってまいりました、体調

に気をつけて頂きたいと

思います。 

年末になりますと、テ

レビ番組も特集が増え、

皆様がたも、何かとテレ

ビを見る機会が増える事

と思います、今日は、地

上デジタルテレビ放送に

ついて少しお話をさせて

頂きます。2006 年 12 月よ

り放送を開始いたしまして、2011 年 7 月 25 日

より全面デジタル化の放送予定となっています。

既に、高品質の画像 音声を楽しんでおられる

皆さんも多い事とおもいますが、今の放送より

画面がワイドになり、人間の視界に近い幅とな

っています。また従来のゴーストはなくなりま

す。デシタル放送では、1 チャンネルあたり現

行のアナログ放送の 2から 3 番組を同時に放送

する事ができ、将来的には、野球中継を続けな

がらサブチャンネルでは、ドラマが放送できる

のです。 

字幕放送、解説放送、データ放送、番組表、

番組によっては、生放送も字幕が可能になりま

す。アナウンサーの声をゆっくりしたスピード

で聞くことができるテレビも販売されます。ま

た、電話回線やインターネット回線をつなぐ事

によってテレビ局と双方向に情報のやりとりが

できるようになります。クイズ番組等も家庭に

いてリモコン一つで参加

できるわけです。デジタ

ル放送を受信するために

は、UHF アンテナ、デジタ

ル対応テレビまたは、デ

ジタルチュウナー、が必

要となり、ビル陰電波障

害でケーブル供給されて

いるお宅は、管理会社に

相談してください。地上

デシタル放送は、電波障

害が少ない為、ビル陰障

害を打ち切る予定の管理

会社もあり問題になる部分もあります。物事が

便利になる時には、何かと困ったことも起きる

ものだとおもいました。 

◆幹事報告     市東 弥寿雄 幹事 

・ボーイスカウトよりお陰さまで 30周年経ちま

したと報告書が来てい

ます。 
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会員 
ロータリー「世界と

日本」のガイドブッ

クを購入しました。 

ロータリーの活動

について書かれて

います。会員募集に

ぜひご利用くださ

い。 

 

◆卓 話      小野 康夫様 

関寛斎「北の大地をめざして」 
―有島武郎と関又一（寛斎の七男）― 
明治時代の末期、北海道開拓に徳島市から渡道

した幕末の蘭方医 関寛

斎がいます。時に７３歳、

天保元年（１８３０年）

わが郷土、東金市の生ま

れです。 
 １９歳で当時の下総・

佐倉の順天堂  佐藤泰然
に入門しました。蘭学を

学び以後、医学道へ邁進

いたしました。世は幕末

に向かい歴史上に名を成

した幾多の人物と関わり、波瀾の人生の末、息

子又一と開拓に渡道したのです。北海道では食

料の増産に励み、地域医療にもなみなみならぬ

成果を上げています。北海道の私有農場を開放

したのは有島武雄なりの実践でしたが、行き詰

まりを打開できませんでした。 
 食の安全と確保、貧しき日本の庶民に医者に

もかかれない人々に腹いっぱい食べさせたいと

いう念がそうさせたのでしょうか。そう考える

と現代抱えている「地方病院」と「食料の問題」

は今でも寛斎の想いに通ずるわけです 
関寛斎は、千葉県東金市東中に農家の吉井家に

生まれ親戚である儒学者、（今）関素寿夫妻の養子

になって、漢学、勤勉、人道主義を学び、更に、

佐倉順天堂に入門して、その才能を師匠の佐倉泰

然に認められて当時最新の西洋医学である蘭学を

取得しました。当時の医学は東洋医学が一般的で、

鍼や灸、漢方が当然のように扱われていました。 

 

ですから佐倉順天堂に入門するにしろ先見の妙

があったのかもしれません。佐倉順天堂に通いな

がら君塚あいと結婚して、東金の前之内で開業後、

銚子の荒野に医院を移します。 
 その後、ヤマサ醤油 7 代目浜口悟陵（1854 年
紀州の大津波に冷静沈着なる対応にて多くの人命

を救う・稲村の火）の推薦により長崎に渡り、蘭

医ボンベに師事し、ボンベの帰国に伴い 1年間の
留学で帰国します。 
 銚子に戻った後、阿波・徳島藩への藩医の推挙

があり藩主の侍医となります。幕末、阿波藩は戊

辰戦争で官軍側につくために、彼も軍医として従

軍し、大総督府の西郷隆盛より、奥羽出張病院ん

頭取を命ぜられ、会津攻略に向か

っている。各地の野戦病院で敵味

方の区別なく負傷兵の手当てに従

事します。その実績から病院長ま

で昇進したほどです。戊辰戦争終

了後、明治政府の軍医男爵の位を

断り、徳島に戻って町医として生

計をたてます。 
 明治 35年、彼が 72歳になって、

残りの余生を北海道の医療と開拓に捧げる事を決

意します。未開の地だった斗満（陸別）に入植し

開拓を行います。ただ、場所も極寒地であるだけ

でなく、豊かな自然があるだけの場所には何度も

挫折がありました。 
82 歳で他界するまでの苦労は並大抵ではなか
ったと思われます。彼が他界してから数年後、国

道や鉄道が開通したわけで、想像を絶する生活だ

っただろうと考えられます。 
人生期百歳 七十是中途 
 老健且休怪 天眞保我躯 

◆出席率 

会員 出席者 出席率 

３５名 ２７名 ７７．１４％ 

コイン BOX 
１１月２５日 

２，２００円      

欠席連絡は、前日までに事務局宛に、電話、ＦＡＸ. Ｅメールにて、お願い致します。 
(緊急の場合は当日１０時までに) メーキャップ先への事前連絡もお忘れなく 
電話 0475-52-1101 ＦＡＸ 0475-55-5766 Ｅ－ｍａiｌ：info@togane-rc.jp 


