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＜2700地区メッセージ＞ 

『基本に返って、魅力あるロータリーに』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                   

 

例会予定 

2月 2日（木） 夜間例会 クラブ協議会      

18；30～ パンジープラザ 

2月 9日（木） R情報委員会 杉坂 R  駐車場× 

2月 16日（木） 国際奉仕委員会 田辺 R 駐車場〇 

2月 23日（木） プログラム委員会 原 R 駐車場× 

                                                                                                                                 

＜苅田ロータリークラブ＞ 

『 I am  苅田ロータリー  

 

 

 

 

 

 

 

角田 成弘 R ※昨年夏の病気入院体験！！ 

 

 

■地区・第１G・行事予定 

1月 28日（土） R財団資金管理セミナー 

2月 8日（水） 第一グループ会長幹事会 18：30～ 

2月 11日（土） IAC 6校合同例会 敬愛高等学校 

2月 16日（木） ガバナー補佐・地区チーム研修 

3月 11日（土） IM＆6クラブ合同例会 田川 RC 

4月 14/15/16    RI2700地区 地区大会 

■ＩＡＣ例会   

1月 26日（木） 16：30～  3棟 1階 英語科教室 

 

本日のプログラム <第 1937回 例会> 

   地区社会奉仕委員会 石田之茂委員 

mailto:kanda-rc@f4.dion.ne.jp


＜第 1936回 例会記録 ＜2017年 1月 19日＞ 

会長の時間   会長  國永 修一 

遺言について 

人が死ぬと相続が発生します。自

分が死んだ時、所有する財産（遺産）

をどのように処分するかを書面に書

き残し、この故人の意思を尊重する制度であります。

人は自分の財産を自由に処分することが出来ます。

これを死後においても反映させたのが遺言です。遺

言は満１５歳以上の者は誰でもすることが出来ます。 

遺言の最も重要な機能は、遺産の処分について、

被相続人の意思を反映させることにあります。遺言

がない場合は、民法の規定に従って法定相続が行わ

れ、これに対し、遺言を作成しておくと遺産の全体

または個々の遺産を誰が受け継ぐかについて自らの

意思を反映させることができるのです。相続人以外

の者へも「遺贈」の方法により遺産を与えることも

出来ます。遺留分というのもありますが、これを侵

しても相続人に不満が無い以上有効です。 

遺言がない場合、通常、相続手続には相続人全員

で共同して遺産分割協議をしてこれにより相続人が

遺産を相続しています。遺言でどの財産を誰に相続

させるかを明確に記載することにより、当該相続人

は不動産等のを単独で行うことが出来ますし、また、

遺言で遺言執行者を指定することにより、預貯金の

払戻しを円滑に行うことができる。このように遺言

には、相続に関するさまざまな手続に関する遺族の

負担を軽減するという実務上の利点もあります。そ

の他、未成年者の子がいる場合に「未成年者後見人」

の指定や、婚姻外の子の「認知」等の身分上のこと

も行うことが出来ます。ただし、「母を大切に」「兄

弟喧嘩はするな」「ギャンブルはやめろ」などの遺

訓的な事は書くのは自由ですが、法的な効力はあり

ません。 

遺言は、様々な法的効果がありますので厳格な要

式行為であり、その方式に従わなければ効力を発生

しません。一般的なのが「公正証書遺言」「自筆証

書遺言」であります。「公正証書遺言」は、遺言内

容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式

で証人２名と手数料の用意が必要となります。証書

の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本・謄

本が交付されます。 

「自筆証書遺言」は全文を自筆で書き、日付と氏名

を書き、押印するだけです。ただ効力を発生させる

ためには、遺言者が死亡したら家庭裁判所に提出し

「検認」という手続をとる必要があります。遺言は

遺言者の最終の意思を確認するものでありますから、

遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言

の全部または一部を撤回することができます。 

ここにおられる会員の方々は多大な財産をお持ち

でしょう。自分で作り上げた財産です。それをどの

ように引き継いでもらうかは自分で決められます。

死んだ後に相続人間に争いが起こらないように決め

ておくのも必要なことではないでしょうか？ 

幹事報告    高城 直紀 

・杉坂さんから推薦があがっていました角﨑 明美

（すみざき あけみ）「源さん」が入会する運びに

なりました。来週入会式をいたします。 

・2016年度版手続き要覧が個人的に必要な方は、事

務所迄申し込んでください。1冊 700円ぐらいです。 

・2月度の会費は、記念事業代を含む通常会費に 3

月 11日に開催されます IM登録料 8,000円を加算し

た金額になります。IM・6クラブ合同例会と 4月 16

日の地区大会参加よろしくお願いします。 

・本日例会終了後、次年度理事は残って下さい。 

委員会報告  

出席委員会委員長   高城 雅春 

（会員数 34名） 

1月 19日 出席者 32名 修正出席率 85％ 

  

 2017～2018年度

国際ロータリー第

2700地区組織にお

いて片岡孝市君を

地区国際社会奉仕

委員長に委嘱いた

します。 

  片岡孝市 R 

1月度 お誕生日 

 

壁屋 R・原 R 



    角田 成弘 

本日は、昨年夏の入院について、私の体験を話させて頂

きます。まずは、その節は、大変ご心配をおかけしました。

麻痺などの大きな後遺症もなく、こうして皆様の前に立て

ることが、大変幸せでありがたいです。今日は未熟ながら、

少しでも皆さんの参考になるようなお話が出来れば嬉し

いと思っています。 

 昨年 8月 29日に脳梗塞を発症して、約１か月入院並び

に自宅療養をいたしました。昔は、脳卒中とか、脳溢血と

か言われていました。実は、一般的に脳卒中といわれてい

るものには“三つの種類”がありまして、ひとつは脳梗塞、

二つ目は脳出血、三つ目はくも膜下出血、です。どれも大

変怖い病気なのですが、私の場合は「脳梗塞」でした。胸

から上のどこかに出来た塊が“脳”に飛んで脳の血管が詰

まる、いわゆる“梗塞”を起こす病気です。血がいかなく

なった部分の脳細胞が壊死し、身体の麻痺などが起こって

きます。一方で、心臓から下の方で出来た血の塊は、心臓

に詰まるのだそうです。これが、“心筋梗塞”と言われる

ものです。二つ目の「脳出血」は、脳の血管のどこかが破

れて脳内に広がり、意識不明になったりして、大変危険な

状態を引き起こします。三つ目の「くも膜下出血」は、い

きなり後頭部をものすごい力で殴られたような、強烈な頭

痛が特徴なのだそうです。 

 今日は、私が発症した“脳梗塞の予兆や症状などが、ど

んな感じだったのか”をお伝えし、少しでも予防や対処な

どのお役にたてることがあれば、嬉しいと思っています。

まず、皆様、脳梗塞が一年のうちで「真夏に一番発症しや

すい」という統計が出ていることをご存じでしょうか。私

は、まさに、その八月の末に発症してしまいました。“脱

水症状を起こしやすく、血がドロドロになって血管がつま

りやすい真夏”が一番、危険なのだそうです。  

 発症の前日の夕方、私は何となく気分がすぐれず、珍し

く、夕飯を食べることができませんでした。その時には自

分でよくわかっていなかったのですが、一度手に持ったお

箸を、なぜかポロンと取り落としたことを覚えています。

なんとなく指に力が入らず、妙な感じでお箸が落ちて、「あ

れっ…」と思ったのでしたが、今から思えば、これが、ち

いさなサインだったのです。朝を迎えましたが、朝食もや

はり胸が悪くて食べることができず、そのまま職場に向か

いました。いつものように鍵ボックスを開け、慣れた場所

から鍵を取ろうとした時、再び、ある“違和感”に襲われ

ました。普段なら、見ずとも簡単に手に取れた鍵なのです

が、何度取ろうとしても、手が空を切ったのでした。「あ

れ、おかしいな…」思わず言葉が出ました。また、つかん

だはずの書類が指先から、バラバラっとこぼれ落ち驚きま

した。そのうちに自分の右腕がだる重いというのか、かっ

たるく感じ、「おかしいな。ひょっとして…？」と、ある

不安が頭をよぎりました。私は、以前、桧槙さんから“脳

梗塞の予兆の症状”について、細かく聞いたことがありま

した。桧槙さんは「少しでも、いつもと違う、なにか身体

がおかしいな、と思ったら笑われてもいいから、すぐに、

脳梗塞を疑って病院に行きなさい。すぐに検査をしてもら

いなさい。」と、アドバイスを下さっていました。私は、

すぐにかかりつけの桑原先生に見て頂き、先生の判断です

みやかに労災を紹介され、家内に連れて行ってもらい、緊

急入院をして事なきを得ることが出来ました。桧槙さんや

桑原先生には、今も、深く感謝しています。  

労災で診察してもらった時、はじめ、私はふつうに自分

で歩いて診察室に入りました。その時点では、ちゃんと歩

けて、移動することもできたのでした。脳梗塞の場合、梗

塞を起こしている側と“反対側の半身が麻痺する”のだそ

うです。代表的な症状は、“片側の顔や口元のゆがみ”と、

“言葉のろれつが回らないこと”“片腕のしびれやだるさ”

などです。ドクターは、まず私の顔面を診察し、次に言葉

の出方を調べました。いろいろな言葉を復唱させて“滑舌

の確認”をしました。人差し指や目の動作の模倣をさせて、

四肢の機能を確かめ、梗塞の発症の有無を十分なほど調べ

ましたが、その時も、まだ、ふつうに動作がこなせたため

「念のため、MRIを撮ってみましょう。」と言い、私は検

査室へふつうに歩いて入りました。 

ところが、検査が終わり、診察室に歩いて戻ろうと思っ

たところ、いきなり車椅子に乗らされ、診察室にはこばれ

ました。その後、左側頭部の耳の上のところなのですが、

そこの脳細胞が数センチの大きさで、二か所、壊死してい

ることがMRIで確認されたと、ドクターに告げられまし

た。今度は「即、入院してください。」と言われ、車いす

からベッドに寝かされ、そのまま病室へ直行となりました。 

入院直後１週間ぐらいは、絶体安静でベットも食事以外

は３０度以上おこすこともできず、寝たきりの状態でした。

どこに行くにも点滴を抱え、車いすでの移動でした。１週

間がたったくらいから、リハビリがはじまり、手足に後遺

症もなく順調に回復していると喜んでいました。ところが、

心理テストというものを受ける機会があり、記憶力テスト

を受けました。びっくり仰天、私の脳細胞の壊死した箇所

が、“記憶“を主につかさどる、海馬という所の近くだっ

たために、「ねこ、スプーン、鍵」といった、わずか三つ

の言葉の暗記もできないくらい”記憶動作への障害“が起

きており、わたしは自分の現実を目の当たりにして、大変

ショックを受けました。麻痺がでていなくても、“脳細胞

の壊死の影響”は大きいんですよね。その時は、たった三

つの簡単な記憶すら、一時的にできなくなっていたんです。

入院中は、リハビリが重視され、午前も午後も、身体運動

および言語暗記訓練をして下さったため、日を追うごとに、

脳の機能が少しずつ、少しずつ、改善していってくれて、

本当にありがたく感じました。私の症状は、記憶の部分だ

けで大変幸運でしたが、それでもある程度の回復には、ま

るまる二週間の“訓練”を要しました。 



今回、ギリギリ、身体麻痺が出る直前に、異変に気づく

ことができて、大変幸運だったわけですが、それでも、こ

んなに軽い段階で「即入院で絶対安静」となり、血の塊を

溶かす薬剤の緊急投与と点滴が始まり１５日間の入院生

活を余儀なくされました。 

私の家族によると、発症の半年くらい前から、私の様子

は変だったということでした。もっとも顕著だった症状は、

人やモノの名前が出てこなかったことでした。「あれ、あ

れ」「それよ、それ」と、全てのものを“あれとそれ”で

済ませてしまうことが多く、初めは認知症になったのかと

不安になっていましたが、今思うと、すでに記憶に関する、

脳細胞の壊死がはじまっていたのかもしれません。また、

以前よりもせっかちで怒りっぽかったらしく、家族は時に、

不快な思いをしたようです。仕事や人間関係のストレスが

たまると、やはり健康にはよくないようでした。それから、

なぜか水分をいつもより少なくしかとらなくなっており、

しばしば妻に促されて飲むことが多かったと思います。食

事も、その時には友人や職場の人たちとの外食が続き、偏

っていたと思います。やはり、食事や水分補給は注意して

コントロールしていくことが大切なんですね。 

 退院前に私は「患者の会」というものを紹介され、退院

後の生活のご指導も丁寧にしていただいたのですが、それ

によると、脳梗塞のシグナルは「FAST」だそうです。F

は、フェイス。「顔です。」顔面崩壊がないかどうかの点

検。Aは、アーム。『腕』です。腕のしびれや、だるさ、

力が入らないなどの症状がないかどうか。Sは、スピーク。

言葉です。ろれつが回らず、“すぐに言葉が出てこない”

ということはないかどうか。Tは、タイムです。皆さん！！

脳梗塞は、とにかく、時間との戦いです。おかしいと思っ

たら、笑われても、間違いであってもいいから、一分でも

早く、医者にみてもらうことです。すぐに正しい処置を受

ければ、かなりの確立で、大きな麻痺などが避けられます。 

 FAST」という英語は、ありきたりかもしれませんが、

今日はどうかその言葉を胸に刻んで、ご自分の体や家族の

健康を大切にしていただければ、嬉しいです。「一分でも

速く、医者に行く！！」そう、肝に命じて下さい。脳梗塞

はなんども“繰り返しやすい”病気だということです。く

れぐれも再発しないように健康管理への強い意志が必要

です。私は、脂っこい食事を避けこまめに水分補給を心が

けています。（白湯などを夜寝る前と朝起きたら一杯飲む

事を習慣づけました。） 

今回の入院で、健康のありがたさ、仲間や家族のありが

たさが身にしみています。人生まだ折り返し地点に来たば

かりです。日々、命あることに感謝し、健康に感謝し、実

りある人生を生き、美しく年齢を重ねていきたいと思って

います。皆さまも、健康に留意され、ますます すばらし

い人生を送られますように。               

ご清聴、ありがとうございました。 

 

ニコニコ BOX      親睦活動委員会  委員長  丸山 謙一 

國永 修一  みなさん遺言をしましょう。 

高城 直紀  角田さん有難うございました。 

片岡 孝市  写真をいただきました。ありがとうございました。 

山口 勝弘  角田さん、全快おめでとう！ 

福田 洋司  角田さん、卓話有難うございます。 

竹部 武男  2月より小倉南区の西日本新聞営業権を買収することになりました。 

田辺 浩爾  先週の例会を欠席しましたので。 

原  公克  お誕生日プレゼント有難うございました。 

壁屋 好惠  松田さん、写真を有難うございました。誕生日祝を頂きました。 

角田 成弘  松田さん、写真有難うございました。 

丸山 謙一  なかなか風邪がよくなりません。 

 ※理事会 1月 18日 理事会の懇親会のおつりをニコニコします！ 

 

集計 20,340円      累計 424,340円

 

 

 

 


