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開 始 点 鐘 永嶌 嘉嗣会長
Ｒ ソ ン グ それでこそロータリー
四 つのテスト 時下 俊一会員
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68.52 ％

前々回の修正

（敬称略）
会長挨拶及び報告

永嶌嘉嗣会長
NHKの連続ドラマ赤ひげが終わりました。今回
はあまり大きな話題にはなっていないような気がし
ます。一般の方々もおそらく気付かれたのだろうと
思います。僕も何回かしか見ていないのですが、医
師になる前は面白い物語であると思っていました。
人間関係やその中で成長する人々が面白く描かれて
います。しかし医師となってみるといろいろな疑問
点が生じました。貧乏人からはお金を取らず、お金
持ちからはとるというのですが貧乏人と金持ちの区
別はどうなっているのでしょうか。ロータリアンは
皆金持ちでしょうか。私から見ると君津ロータリー
クラブで金持ちといっていいのは宮本さんくらいだ
ろうと思います。現在の日本には世界に誇る保険診
療システムがあります。
またインフォームドコンセントという言葉も皆さ
んはご存知と思います。日本語では説明と同意と訳
します。大雑把に説明すると現在の病状や検査結果
からはこういう病気が予想され、その場合にこのよ
うな治療法があり、その治療法ごとの治療成績はこ
のようなものだと主治医から患者様や御家族様につ
たえ、治療方針に同意を得ることです。これも物語
の中ではされているのを見たことがありません。皆
さん大した説明もなく手術などがされてよいもので
しょうか。
また医療というものは間違えるものです。ですか
ら現在の医療では必ずカンファレンスというものを
定期的に行っています。そこでは民主的な話し合い
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が行われ今後の治療方針について相談します。又今
までの治療結果について検討、反省が行われます。
赤ひげでこのようなことがされているところは見た
ことがありません。赤ひげが間違ったらどうなるの
でしょうか。修正不能です。
物語の舞台になる小石川療養所はその後私の母校
の病院につながったという説があります。ですから
実際はもう少し優れたシステムが存在したのだろう
と思います。そしてその中ではおそらく普通の人が
普通に働いていたのだろうと思います。医療に限ら
ず職業というものはそんなに全力を尽くして毎日で
きるものではありません。それでは長続きしませ
ん。特定の人の過度の自己犠牲による会社というの
も存在できないと思います。また赤ひげという言葉
からは職業における性別も限定的なものとなってい
るような気がします。私も大した医者ではありませ
んが、今後も勉強を続けながら普通の医療をやって
いきたいと思います。以上本日の会長挨拶とさせて
いただきます。
幹

事

報

告
岡野

祐幹事

１．例会変更のお知らせ
＜木更津ＲＣ＞
①12月20日（木）点鐘：18時30分（時間変更）
内容：家族親睦夜間例会
②12月27日（木）休会（定款第８条第１節Ｃ項）
＜富津中央ＲＣ＞
11月29日（木）休会（定款第8条第1節Ｃ項）
＜袖ケ浦ＲＣ＞
①12月10日（月）休会（定款第８条第１節Ｃ項）
②12月17日（月）点鐘：18時30分
場所：木更津ビューホテル
内容：家族親睦夜間例会
③12月24日（月）休会（定款第8条第1節Ｃ項）
④12月31日（月）休会（定款第8条第1節Ｃ項）
〈回 覧〉
１．君津ＲＣ週報
４．ハイライトよねやま
２．第5グループ週報
５．風の便り
３．会員家族親睦忘年例会の出欠について
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私はB型！ 社会にはびこるB型への偏見
プ ロ グ ラ ム
会員卓話「血液型と性格について」

結婚相談所で一番避けられる
遠田祐治会員
マイペース（自分勝手、協調性がない、時間を守らない）

私はB型！ 社会にはびこるB型への偏見
私が注意指導した女性部下に「やっぱB型だ！」と言われた。
（私の前の上司もB型で少し問題があった）
結婚相談所で一番避けられる
マイペース（自分勝手、協調性がない、時間を守らない）

衝撃の事実 B型はいい人！
私が注意指導した女性部下に「やっぱB型だ！」と言われた。
（私の前の上司もB型で少し問題があった）
献血時、「血液型によって過不足あるのですか？」

衝撃の事実 B型はいい人！

「B型の人はﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ精神旺盛なんでしょうね。いつもB型はよく集まります。」
「ほら今日だってB型ばっかり」 ちなみに私は献血46回！
献血時、「血液型によって過不足あるのですか？」
1
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「B型の人はﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ精神旺盛なんでしょうね。いつもB型はよく集まります。」
「ほら今日だってB型ばっかり」 ちなみに私は献血46回！
1

君津ロータリークラブ

血液型性格診断の歴史
古川学説：1927年に「血液型による気質の研究」を発表。1932年に『血液型と気質』
が出版された。 心理学だけではなく、医学、教育など多くの分野で注目を集め、そ
の影響下で多くの調査がなされた。最終的には、1933年日本法医学会総会におい
て古川学説は正式に否定された。

血液型性格診断の歴史
ナチス・ドイツが人種差別を正当化するために利用していた。1932年『血液型便覧』
古川学説：1927年に「血液型による気質の研究」を発表。1932年に『血液型と気質』
には「ドイツ人に多い血液型」を優れた血液型とし「高い知能」「勤勉」などと肯定的
が出版された。 心理学だけではなく、医学、教育など多くの分野で注目を集め、そ
なことが書かれ、一方で「ユダヤ人やアジア人に多い血液型」を劣った血液型として
の影響下で多くの調査がなされた。最終的には、1933年日本法医学会総会におい
、「暴力犯罪者」「精神薄弱」「感染に弱い」などと非常に否定的なことが書かれた。
て古川学説は正式に否定された。
陸軍では古川学説の影響を受け、血液型から将兵の気質・能力を分類することで、
ナチス・ドイツが人種差別を正当化するために利用していた。1932年『血液型便覧』
部隊編成の際に最も適した兵科・任務にあてることができるとの考えから、各部隊か
ら将兵の調書を集め研究が行われた。1926年統計的に意味のある結果は出なかっ
には「ドイツ人に多い血液型」を優れた血液型とし「高い知能」「勤勉」などと肯定的
たものの、科学的考察を加えるに足るものとして唱えられ。しかしその後の研究では
なことが書かれ、一方で「ユダヤ人やアジア人に多い血液型」を劣った血液型として
、期待した結果は得られず、1931年に中止された。
、「暴力犯罪者」「精神薄弱」「感染に弱い」などと非常に否定的なことが書かれた。
陸軍では古川学説の影響を受け、血液型から将兵の気質・能力を分類することで、
能見正比古が、1971年に『血液型でわかる相性』、1973年に『血液型人間学』などの
部隊編成の際に最も適した兵科・任務にあてることができるとの考えから、各部隊か
著作を出版。これによって血液型性格分類が広く知られることとなったが、現在では
ら将兵の調書を集め研究が行われた。1926年統計的に意味のある結果は出なかっ
多くの専門家や学会からは正当性のないものだとされている。
たものの、科学的考察を加えるに足るものとして唱えられ。しかしその後の研究では
、期待した結果は得られず、1931年に中止された。
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能見正比古が、1971年に『血液型でわかる相性』、1973年に『血液型人間学』などの
著作を出版。これによって血液型性格分類が広く知られることとなったが、現在では
多くの専門家や学会からは正当性のないものだとされている。
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お医者さんの考え
医師専用コミュニティサイト「MedPeer（https://medpeer.jp/）」にて
2016年1月20日から同年1月26日にかけて行われ、4065名から回答

お医者さんの考え

医師専用コミュニティサイト「MedPeer（https://medpeer.jp/）」にて
2016年1月20日から同年1月26日にかけて行われ、4065名から回答

医者の1/3以上は血液型と性格の相関はあると回答！
3
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医者の1/3以上は血液型と性格の相関はあると回答！
3
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お医者さんの考え （肯定派）
40代男性 心療内科医
ある大学の方が、血液型と性格について研究していましたね。日本人の場合、相関
があるとのことでした。わたしはA型で、B型の女性と結婚しましたが、血液型占いの
書籍にある通り、相性が悪かったらしく離婚してしまいました。結婚相手は血液型を
お医者さんの考え （肯定派）
見たほうが良いかも？
40代男性 心療内科医
ある大学の方が、血液型と性格について研究していましたね。日本人の場合、相関
50代女性 一般内科医
があるとのことでした。わたしはA型で、B型の女性と結婚しましたが、血液型占いの
それぞれ「A型は農耕民族、B型は遊牧民族、O型は狩猟民族」というルーツがある
書籍にある通り、相性が悪かったらしく離婚してしまいました。結婚相手は血液型を
という説を聞き、結構納得できるような気がしました。
見たほうが良いかも？
60代男性 精神科医
50代女性 一般内科医
DNAにおいて、血液型と性格因子を規定する遺伝子の位置が近いらしいですね。ま
それぞれ「A型は農耕民族、B型は遊牧民族、O型は狩猟民族」というルーツがある
た、性格とは異なりますが、血液型によって感染症に対する反応が違うということは
という説を聞き、結構納得できるような気がしました。
すでに科学的に証明されています。ですので、「まったく関係ない」というのは今や
ナンセンスでしょう。
60代男性 精神科医
DNAにおいて、血液型と性格因子を規定する遺伝子の位置が近いらしいですね。ま
「血液型が同じ人は似たような性格をしている」「実際、血液型占いは一部当たって
た、性格とは異なりますが、血液型によって感染症に対する反応が違うということは
いると感じることが多い」「相手の血液型を当てられる」という経験則
すでに科学的に証明されています。ですので、「まったく関係ない」というのは今や
ナンセンスでしょう。
君津ロータリークラブ
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「血液型が同じ人は似たような性格をしている」「実際、血液型占いは一部当たって
いると感じることが多い」「相手の血液型を当てられる」という経験則
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お医者さんの考え （否定派）

30代男性 健診・予防医学
性格を4種に分類しようというのがまず無茶です。仮に分類できたとして、4つしか無
お医者さんの考え （否定派）
いのであれば、「なんとなく当たってるかも」と感じるのは当然のことです。
30代男性 健診・予防医学
性格を4種に分類しようというのがまず無茶です。仮に分類できたとして、4つしか無
50代男性 一般内科医
いのであれば、「なんとなく当たってるかも」と感じるのは当然のことです。
（血液型を決める）タンパク質の違いだけで性格に影響を及ぼすとは到底思えませ
ん。
50代男性 一般内科医
50代男性 一般内科医
（血液型を決める）タンパク質の違いだけで性格に影響を及ぼすとは到底思えませ
ん。
理論的にありえません。むしろ信じている医師がいることが理解できません。誰でも
几帳面な点、楽天的な点、おおらかな点、個性的な点はいくらでもあります。結果、
血液型に合わせて後付けしているに過ぎないのではないでしょうか。
50代男性 一般内科医
理論的にありえません。むしろ信じている医師がいることが理解できません。誰でも
几帳面な点、楽天的な点、おおらかな点、個性的な点はいくらでもあります。結果、
君津ロータリークラブ
血液型に合わせて後付けしているに過ぎないのではないでしょうか。

5

5

君津ロータリークラブ

ま と め
血液型と性格は相関がないとは言い切れない
少なくともB型は献血に熱心（ボランティア精神旺盛！）

ま と め

血液型と性格は相関がないとは言い切れない
肯定的な人の意見は、現実を直視した意見？
少なくともB型は献血に熱心（ボランティア精神旺盛！）
否定的な人の意見は、理論を元にした意見？

肯定的な人の意見は、現実を直視した意見？
女性と話すネタとしては役にたつ（かもしれない）
否定的な人の意見は、理論を元にした意見？

注意

ノーベル生理学・医学賞 本庶佑氏
女性と話すネタとしては役にたつ（かもしれない）
「教科書に書いてあることを信じるな。」
まして私の言うことは信じてはいけません

君津ロータリークラブ

注意

ノーベル生理学・医学賞 本庶佑氏
「教科書に書いてあることを信じるな。」
まして私の言うことは信じてはいけません

君津ロータリークラブ
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＜遠田会員発表の様子＞

委 員 会 報 告
社会奉仕委員会
忘年例会のチャリティオークションについてのお願い
大森俊介委員長
12月17日に開催されます「会員家族忘年例会」に
おきまして、恒例のチャリティーオークションを開
催させて頂きます。チャリティーでご協力頂いたも
のは「歳末たすけあい募金」の方へ寄付させて頂き
ますので、会員の皆様から多くのオークション出品
の品をご協力頂きたいと思います。出品の品は、お
一人2品以上のご協力を頂けますとありがたいです。
尚、出品の品は、ホテル千成様のフロントに事前に
届けて頂くか、当日、例会場までご持参下さい。
ニコニコＢＯＸ
永嶌 嘉嗣
遠田会員、本日は貴重な卓話ありが
とうございました。医師の立場から
も興味深く感じました。
岡野
祐
いよいよ、寒くなってきましたね。皆
様、お身体お気をつけくださいませ。
倉繁
裕
最近の話題として働き方改革法案
が来年4月に施行されることに伴っ
て、月間過勤務上限低減、有給取得
促進を含めて、勤怠マネジメントを
変化させていくことが求められてい
ます。一人一人のワークライフバラ
ンスにつながる面は大事ですが、人
員不足傾向の中、厳しい面もありそ
うです。
内山貴美子
土曜日にスリランカセミナーに大住
さんと鈴木さんと参加してきまし
た。勉強になりました。コスモス奨
学金、私も参加してみようかと思い
ます。
遠田 祐治
本日卓話です。よろしくお願いします。
隈元 雅博
本日は所用の為、中座させて頂きま
す。これからもロータリー活動を頑
張ります。
宮本 茂一
会長あいさつで僕のこと、金持ちと
話されましたが、決してそうではあ

谷

浩司

吉田

雅彦

鈴木

荘一

喜多見

貴

時下

俊一

坂本

直樹

中村

圭一

中野

賢二

村上

進

西山
肇
荒井潤一郎

りません。世間なみに言うなれば小
金持ちでしょう。くれぐれも誤解な
きようお願い致します！！
遠田会員、卓話ありがとうございま
した。血液型に関しては、いろいろ
ありますので、若い頃は良く気にし
てました。本日は、当たりを引かせ
て頂きありがとうございます。
遠田会員、貴重なお話ありがとうご
ざいました。来月、家族で駅伝大会
に参加することになりましたが、ト
レーニングはこれからです。歩いて
もたすきはつないでいくつもりです。
遠田様、本日は卓話ありがとうござ
いました。B型の妻をもつ私にとっ
て大変勉強になり、家庭対策に役立
ちました。
昨日、久しぶりに銀行業務にかかわ
る検定試験を受験してきました。久
しぶりに勉強した為、知識が頭に入
らず苦労しました。合格している事
を祈るばかりです。
4つのテストの唱和をさせて頂きま
した。今回は暗唱します。
先週まで、会社の税務調査・株主へ
の上期事業報告と緊張の連続でし
た。それらが無事終わりホッと一息
ですが、年末繁忙に向け、改めて気
を引き締めて参ります。
そろそろ君津も紅葉の季節を迎えま
す。今年は台風で色々な被害があり
ましたが、養老渓谷はどうなので
しょうか。紅葉の事くらいを気にす
る事ができる事に感謝します。
先週、君津駅南口のイルミネーショ
ンを点灯しました。例年は、坂田地
区の北口を担当するのですが、今年
は、南口を集中的にきれいにしまし
た。時間がありましたら、見に行っ
てください。少しパワーアップして
おります。
皆様こんにちは！！遠田会員、卓話あ
りがとうございました。先日、統計学
で自分を見て頂いたら、後輩からあ
まり好かれるタイプではないみたい
で晩年は独りで寂しい生活を送るそ
うです。今を大事に生きて行きます。
遠田様、卓話ありがとうございます。
少し体調を崩してしまい、週末を
ゆっくり過ごせました。

大森

俊介

谷口

弘志

髙橋

雄一

前田

亮

松井泰次郎
赤星
小川

哲也
哲也

大浦

芳弘

平野

寛明

内山

雅博

福田

順也

秋元

政寛

忘年例会でのチャリティーへのご協
力宜しくお願いします。
先週、弊社の自主管理活動全社大会
が東京両国で開催され、海外からの
チームが参加する中で、君津支店が
社長賞を受賞。関係者と両国で祝宴
を行い、盛り上がった一日でした。
前々回のSAAにて、大森さんのお
名前をまちがえてしまいました。国
会でも、私と同じような方がいらっ
しゃったので、すこしホットしてお
ります。
そろそろコートの季節になりまし
た。実は私、この季節が一番好きで
す。みなさんには関係ない話でスイ
マセン！※本日の遠田会員の卓話題
材非常に興味がありますが、こちら
もスイマセン、途中退席です。
寒くなって来ましたが、皆様風邪を
ひかないように留意して下さい。
寒いです。皆さん、暖をとって下さい。
先週は仕事で室蘭に行っていまし
た。まだ雪が無いと言っていまし
た。土曜日は晴天で暖かい日にゴル
フをしていました。今日は涼しい感
じがします。皆さまも健康に留意し
て過ごしましょう。
日々、季節ながらの寒さに追いつき
つつあるあるようです。私の周辺で
も体調を崩している方も見受けられ
ます。体調管理には充分ご注意くだ
さい。今年もあと少し、引続きロー
タリー活動に注力します。
今年も、残りわずかになりました。
ロータリー活動がんばります。
土曜日は、部下の結婚式とお客様の
セミナーと長い挨拶が2件もあり疲
れました！でも、結婚式はイイです
ね。もう一度やりたくなりました！
寒くなりました。少々カゼ気味で
す。気合いを入れてがんばります。
遠田会員、楽しい卓話をありがとう
ございました。寒くなってきたの
で、ぬる目のお風呂に長くつかるよ
うに心がけています。皆様お体ご自
愛ください。

