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巻頭言
会員および賛助会員の皆様、私は本年度より横須賀三浦放射線
技師会会長に就任いたしました、横須賀共済病院の羽布津 嘉宏
（はぶつ よしひろ）と申します。どうぞよろしくお願い申し上げま
す。
私がはじめて本会の理事になった時から、はや２５年近くになりま
す。最初は、２期４年ぐらいで免除になると思っていましたが、会長
が変わるたびに「もう一期お願いね」と言われ、ずるずると今日に
至っております。
振り返りますと、歴代の会長たちは、会長としての資質をお持ち
になり横須賀三浦放射線技師会を引っ張って今日の技師会を築き
上げて来られました。一方、私はと言いますと、会長としての資質が
有るとは到底思えませんが、幸いにして優秀で熱意と責任感のあ
る理事の方々に協力していただいておりますので、従前どおりの活
動を変わらず踏襲したいと思っております。会員、賛助会員の方々
におかれましてはどうぞご心配なさらず、今まで通り当技師会の各行事に参加いただきたく、よろしくお願
い申し上げます。
近年、当技師会の会費収入も減少傾向にあります。今年度は事業規模を縮小せずになんとか経費の削減
で、乗りきりたいと思っています。但し参加人数の多い福利厚生事業には若干ですが予算配分を増額いたし
ました。より一層充実した内容の企画が見込まれますので期待しております。しかしながら今後の課題として
予算規模と事業計画を今一度見直す時期がきたのかなとも思っております。今後三役会や理事会の席で協
議していくこととなります。
さて、当院の地下一階救命センター入り口に燕が巣を作り、四羽のひなが誕生しました。何故この場所を
選んだのかな？２４時間明るく救急車の出入りも激しく落ち着く暇もないと思うのですが、この場所が外敵
から子供を守る最良の場所なのでしょう。そのひなも無事に巣立ち、今は空き家になっています。皆様の職
場や家庭でも巣立ちする人たちがいるかと思います、が暖かく見守りたいと思っています。
横須賀三浦放射線技師会 会長 羽布津 嘉宏
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H 23 年度庶務報告

総会開催報告

平成 24 年 03 月 17 日
・平成 23 年度総会開催
（横須賀共済 HP）36 名出席
・総会懇親会開催（セントラル H）33 名出席（会員 21 名、
南部 3 名、賛助 9 名）
平成 24 年 03 月 31 日 ・会員生方昌宏氏（横須賀共
済）、矢野博俊氏退会
・賛助会員池田医療株式会社、日本メドラッド株式会社
退会
平成 24 年 04 月 01 日 ・救急センター放射線科業務
委託契約を締結
・小倉英己氏（聖ヨゼフ）入会
・H24 年度理事委嘱状、同委嘱依頼状発行
平成 24 年 04 月 02 日 ・今泉信氏（いえまさ脳神経外
科クリニック）入会
平成 24 年 04 月 04 日 ・江草康一郎氏（自衛隊横須
賀病院）入会
平成 24 年 04 月 12 日 ・第１回三役会を衣笠病院管理
棟２階講堂にて開催
平成 24 年 04 月 26 日 ・第１回理事会をヴェルクよこ
すか４階第２研修室にて開催
・本田幸一氏（横浜南共済）入会
平成 24 年 04 月 28 日 ・横浜南部地区技師会総会懇
親会へ羽布津会長、松村副会長、服部相談役、前川理
事が参加
平成 24 年 05 月 16 日 ・石丸雄太氏（うわ）入会
平成 24 年 05 月 21 日 ・県技師会総会委嘱状の郵送
呼びかけをメール配信
平成 24 年 05 月 28 日 ・広報理事鈴木太志氏より６
月一杯で退会の申請受理
平成 24 年 06 月 01 日 ・広報理事欠員補充として高
橋宏之氏を委嘱
・高橋理事への委嘱依頼状、委嘱状発行。
平成 24 年 06 月 15 日 ・県技師会拡大役員会（横浜
市技能文化会館）に羽布津会長、濱田理事、早瀬理事
が出席
平成 24 年 06 月 19 日 ・佐々木暢氏（横須賀共済）入
会
平成２４年６月２２日現在
本会会員１４８名、賛助会員１８社

平成２３年度横須賀三浦放射線技師会総会が平成２
４年３月１７日（土）１５時より横須賀共済病院５Ｆ講堂に
於いて開催されました。参加者は３６名でした。
服部会長
の挨拶から始
まり、続く会
員表彰では、
傘寿を迎え
昨年８２歳に
なられた現
在も戸塚第
一病院にて
現役でおられ
る橋田明氏
が名誉会員
に推戴されま
した。続いて、
本会事業に
長年貢献さ
れた自衛隊
横須賀病院
の笠井史男氏が功労賞を受賞されましたが、笠井氏
が病気療養中であったため、二田監査役が代理で登
壇されました。
続く議事では、理事会指名により議長に就任した横
須賀共済病院の早瀬卓矢氏と横須賀市立市民病院の
田島尚人氏の円滑な進行のもと、平成２３年度の本会
事業活動報告、会計報告が承認されました。
また、役員改選につきましては平成２３年度選挙管
理委員の横須賀市立うわまち病院の日景武史氏より
立候補者なしの報告がありました。平成２０年度より２
期４年の間、服部会長が就任されておりましたが、今
回の役員改選に伴いご引退されるというご意思を受
け、議長から会場へ意見が求められました。千葉相談
役から、羽布津副会長が次期会長に適任とのご意見
に会場の満場一致の賛同を受け、総会承認を経て羽
布津副会長が新会長に就任することに決定いたしま
した。なお、副会長以下監査役、理事役員の任命は羽
布津新会長に託され、平成２４年度本会事業計画案お
よび予算案も続いて承認されました。
総会後懇親会は場所を移し、セントラルホテル４Ｆダ
イヤモンドにて開催され、福利厚生担当理事の小笠原
氏の進行で、小笠原理事の音大在学中の御子息と、そ
のご友人によるジャズバンドカルテットによるショータ
イムがあり、盛会裏に終了いたしました。参加者は３３
名でした。
（平成２３年度庶務担当 濱田）
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副会長の松村です。また、年齢と
しては、まだ若い方に入ると思って
はいますが、技師会の理事としては、
何期やっているか分からないぐら
いきっと 6 期ぐらい理事として参加
しています。今年から、羽布津会長
となり、会長の力になるよう須藤副
会長と 2 人で頑張っていきたいと思います。よろしく
お願いします
副会長 松村 高宏

平成 24 年度 役員
会

長(1)

羽布津嘉宏 (横共)

副会長(2)

須藤 敏 (市民)、松村 高宏 (衣笠)

監

査(2)

二田 勇(横クリ)、宮村 聖也 (自宅)

庶

務(4)

濱田 順爾(横共)、菅原 保富(横共)
村雲 俊宏(衣笠)、大澤 進冴 (市民)

会

計(3)

前川 加奈 (横共)、早川 智之(横共)
田中 裕樹(衣笠)

学

術（4） 加々美 充(市民)、野上 寿一（市民）
壺川 貴子(横共)、野口 奈津希(横共)

福利厚生(4)

小笠原 純(南共)、戸髙 拓朗(湘南)
福重 智也 (市民)、齋藤 千紗(うわ)

広

久保 隆(三浦)、齋藤 正樹(浦賀)
高橋 宏之(保健)

報(3)

YMBIT(1)

こんにちは、会計監査の二田です。
平成２２年３月まで横須賀共済病院
に勤務しておりました。現在は、眞仁
会久里浜クリニックにて、一人勤務
で頑張っております。一人勤務です
ので、風邪で、熱も出せません。毎
日体の中からアルコール消毒で頑
張ってます。技師会の理事は、加村会長、新倉会長、千
葉会長、柳沢会長、服部会長と歴代会長の下、学術、庶
務、会計監査と、技師会会員として勤めて来ました。ま
た、理事会の会合には、出席できず申し訳なく思って
おります。今後共々宜しくお願いします。
監査役 二田 勇

堀 裕明(横共)

横須賀市こども育成部こども青
少年給付課の宮村です。
この度、監査役を受けました。技
師会への参加機会は以前より少な
ってしまいましたが、今後は出来る
だけ参加したいと思っております。
微力ながら少しでも力になれれば
と思っております。
よろしくお願い致します。
監査役 宮村 聖也

被ばく医療(3) 井上 晴行(保健)、大石 小太郎(横共)
田島 尚人(市民)
救急医療(3)

児玉 康彦 (うわ)、日景 武史(うわ)
玉村 隆行(南共)

地区委員(1)

早瀬 卓矢(横共)

相談役(6)

閑野 政則(自宅)、加村 鐡郎(自宅)、
新倉 政和(横クリ)、千葉 一(エデン)
柳澤 正和(市民)、服部 祐治 (自宅)

本年度も庶務担当を買って出まし
た横須賀共済病院の濱田です。尊
敬する大先輩であります故宮原先
生（ず～っと昔の本会会長＆横共病
技師長）が亡くなられる前におっし
ゃられたという言葉に感銘を受け、
私もそのようにありたいと目標にし
ております。この身が動き、人様のお役に立てるうち
は、最後まで精進したいと思います。
庶務理事 濱田 順爾

役員紹介
技師会副会長を仰せつかりまし
た、横須賀市立市民病院の須藤で
す。久々に理事会に顔を出したら、
若い方々が多くほほえましく思い
ます。若い人の意見も聴き、会の運
営を補佐してゆきたいと思います。
年を重ねジョークが錆びてきまし
たので、時々意味不明な言葉を発しますが、軽く聞き
流して下さい。
副会長 須藤 敏

衣笠病院 村雲です。いままで学
術で４期活動していましたが今期か
ら庶務で活動することになりました
よろしくお願いします
庶務理事 村雲 俊宏
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この度学術理事に任命されました
横須賀市立市民病院の加々美 充で
す。2 期目で今期は学術代表になりま
した、至らぬ点もあるかと思いますが
よろしくお願いします。
なお、研究会のための演題を随時
募集しております。ジャンルは問いま
せん。こちらの方もよろしくお願いします。
問い合わせはこちらまで
→gakujyutsu001@ymart.jp
学術理事 加々美 充

今期も庶務を担当させていただ
きます横須賀共済病院の菅原です。
気付くともう三期目になります。ま
だまだ不慣れですが、濱田さん、村
雲さん、大澤さんと 4 人で頑張って
やっていきたいと思いますので今年
もよろしくお願いします。
庶務理事 菅原 保富
この度、横須賀三浦放射線技師
会の庶務を担当することになりまし
た横須賀市立市民病院の大澤進冴
と申します。
まだ庶務の仕事内容もよく理解
できていないような状況ではあり
ますが、与えられた仕事をしっかり
こなし、少しでもお役にたてるよう努力していく所存
です。今後ともよろしくお願い致します。
庶務理事 大澤 進冴

前期より引き続き学術理事を担
当させていただくことになりまし
た横須賀共済病院の野口奈津希
です。今期も皆様に興味を持って
参加していただけるような研究会
を開催していきたいと思っていま
す。まだまだ慣れない事も多く、
ご迷惑をおかけしてしまうこともあると思いますが頑
張りますのでよろしくお願いします。
研究会で発表したい方がいましたらぜひ学術まで
ご連絡ください。
学術理事 野口 奈津希

会計担当理事・横須賀共済病院の
前川です。今年は衣笠病院の田中氏
も理事に加わって（復帰ですね）い
ただけるので非常に心強いです。ど
うぞ宜しくお願いします。
会計理事 前川 加奈

この度、横須賀三浦放射線技師
会の学術を担当させて頂く事にな
りました横須賀市民病院の野上寿
一です。２年間の沈黙を破り、再び
横三放射線技師会で学術を担当さ
せてもらいます。横浜南共済病院
で産声をあげてから早 30 年。横須
賀育ち生粋の須賀っ子が、より興味をもってもらうよ
うな勉強会を開催していこうと考えておりますので、
皆様どうぞお手柔らかにお願い致します。
学術理事 野上 寿一

前年度に引き続き会計理事とい
う大役を仰せつかり、身が引き締ま
る思いでいっぱいです。微力ではあ
りますが、前川代表理事のもと頑張
っていきたいと思いますのでよろし
くお願いいたします。
会計理事 早川 智之
今回、会計担当を任されること
になりました衣笠病院の田中裕樹
と申します。
他の理事との連携を図り技師会の
運営に力を注いでいきたいと思い
ますので
今後とも宜しくお願い致します。
会計理事 田中 裕樹

今年度より学術理事を担当する
ことになりました横須賀共済病院
の壺川貴子と申します｡
技師会の仕事は初めてで不慣
れなことも多く、会員の皆様には
ご迷惑をおかけすることもあるか
と思いますが、惹かれるテーマで
より参加しやすい勉強会の開催を
していきたいと思っています。勉強会のテーマは随時
募集中です♪精一杯がんばりますのでよろしくお願い
します。
学術理事 壺川 貴子
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三部合同納涼会のお知らせ

第１１０回横須賀三浦放射線科技師会
研究会のご案内

盛夏の候，皆様におかれましてはますますご健勝の
こととお喜び申し上げます。
また，日頃より福利厚生活動に対しご参加ご協力いた
だき感謝申し上げます。
さて，今年も恒例の三部納涼会を下記の要領にて開催
いたしますので，ご多用のこととは存じますが，皆様の
多数の参加をお待ちしています。
日時 ： 平成２4年７月７日（土） １７時３０分～
場所 ： 竹取御殿横須賀中央駅前店
会費 ： 3,000円
〆切 ： 平成24年7月2日まで
事務局または福利厚生まで連絡ください。
事務局 代表 濱田
ＴＥＬ
046-822-2710 内線 2310
Ｍａｉｌ
ymart001@ymart.jp
福利厚生 代表 小笠原
ＴＥＬ
045-782-2101 内線 642
Ｍａｉｌ
fukuri001@ymart.jp

梅雨を迎え、はっきりしない天候が続きますが皆様
いかがお過ごしでしょうか。ご案内が遅れましたが、恒
例の横須賀三浦放射線技師会研究会を下記の通り開
催いたします。
多くの方のご参加をお待ちしております。
日 時
２０１２年７月７日(土) １５：００～１７：００
会 場
横須賀共済病院 ５Ｆ 講堂
会 費
無料
演 題
１．『CTC に用いる自動炭酸ガス送気装置について』
エーディア株式会社
池田 貴弘 氏
２．『骨シンチグラフィの新しい解析方法』
富士フイルム RI ファーマ株式会社
平松 広 氏
<休憩>
３．『神奈川県－横須賀市 合同原子力防災訓練に参
加して』
横須賀市立市民病院 放射線技術科
田島 尚人 氏
４．『症例別検査の進め方』
－どう読んでどこを観るか考えましょう－
横須賀市立うわまち病院 放射線科
小原 和史 氏
＊研究会終了後、福利厚生部企画・三部合同納涼会が
あります。こちらの申込み、お問い合わせは別途
福利厚生部からの納涼会案内をご参照ください。
問い合わせ先
横須賀市立市民病院 放射線技術科
加々美 充 046-856-3136(代表)

当日キャンセル，当日参加は受付できませんのでご注意
ください。

ビルドササヤ３階の
竹取御殿が会場だ
よ！

本年度会費納入のお願い
拝啓 向夏の候、皆様におかれましては益々ご健勝の事と存じます。平素より当会への活動にご助力いただき
ましてまことに有難うございます。
つきましては、今年度も本会の主旨にご賛同いただきまして、会費･賛助会費の納入をお願い申し上げます。
会費年額２０００円、賛助会費年額一口２０００円となっております。
下記銀行口座にお振込みいただくか、直接会計担当者まで納入いただきますようお願い申し上げます。
な お、 銀 行 振 り 込 みの 場 合 は 振 込 後 事 務 局 ま で ご 一 報 く だ さ れ ば幸 い で す 。 ま た 、 請 求 書 が ご 入 り 用 の 場 合
は、お手数ですが会計担当まで御連絡ください。 敬具
横浜銀行 衣笠支店
普 通 １３６４７５０
口座名義 横須賀三浦放射線技師会
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石丸雄太と申します。私は、
今年の春に学校を卒業し、横
須賀市立うわまち病院に就
職しました。在学中に放射線
取扱主任者の試験に合格し、
講習を受ける予定です。少し
でも早く一人前の放射線技
師になれるように、日々努力
しています。趣味はバイクに
乗ることで、今はホーネット 250 に乗っています。これ
からよろしくお願いします。
石丸 雄太（イシマル ユウタ）
横須賀市立うわまち病院

新入会員紹介
勤務している横浜市戸塚に
ある「いえまさ脳神経外科ク
リニック」では、「特発性正常
圧水頭症」という「治療可能
な認知症」の治療を軸に脳神
経外科全般のことを行ってい
ます。私は、認知症の患者さ
んと日々格闘（？）して過ごし
ております。
今後は、横須賀在住という
こともあり、横須賀三浦の救急医療に取り組みたいと
思っています。よろしくお願いします。
今泉 信（イマイズミ マコト）
いえまさクリニック

はじめまして。今年度より
横須賀三浦放射線技師会に
入会します佐々木暢です。今
年北里大学を卒業し、横須賀
共済病院に入職しました。出
身は最近アウトレットパークが
できた千葉県の木更津です。
趣味はスポーツ観戦です。入
職して数か月、なれない環境
で悪戦苦闘していますが、と
ても充実した日々を過ごしています。早く一人前にな
れるよう頑張りますので、よろしくお願いします。
佐々木 暢（ササキ トオル）
横須賀共済病院

はじめまして。横須賀の聖
ヨゼフ病院で勤務している小
倉英己と申します。
横須賀生まれの横須賀育ち
、技師歴１４年の 37 歳です。
「忙しい時におろそかになる、
その一手間が患者様へのサ
ービスとクオリティーの向上
につながる」をモットーとして
働いています。趣味は子供に
せがまれて最近始めた釣り
です。横須賀・三浦技師会で技師としての技術の向上、
新しい知識を学びたいと思います。よろしくお願いい
たします。
小倉 英己（オグラ ヒデミ）
聖ヨゼフ病院

今年度より横須賀三浦放
射線技師会に入会いたしまし
た，横浜南共済病院放射線科
の本田幸一です。今年駒澤大
学を卒業し，横浜南共済病院
に就職いたしました。最近,原
付バイクを購入して行動範囲
が広がり，日々発見の連続で
す。現在一般撮影を習得すべ
く必死な毎日です。これから放射線技師として身に付
けなければならないことが沢山ありますが，今後とも
よろしくお願い致します。
本田 幸一（ホンダ コウイチ）
横浜南共済病院

江草康一郎と申します。私
は現在、自衛隊横須賀病院に
勤めております。診療放射線
技師として働き始めてから、
一年半ほどの若輩者です。
一般撮影以外にも、CT や
MRI 等の撮影も経験しました
が、まだまだ自分の力不足を
痛感する毎日です。このたび
横須賀三浦放射線技師会に
入会させていただき、ますます勉強を重ねて参りたい
所存であります。
江草 康一郎（エグサ コウイチロウ）
自衛隊横須賀病院
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ほかにも、岡本綾子さんのゴルフのこと、山口瞳さん
や池波正太郎さんのエッセイなどなど、メモは数多い。
もし、そこで云われていることが実践できていたら今
頃は…たとえ下手でも品格あるゴルファー、礼儀
作法を弁えた男の中の男！なんちゃって。程遠いな。
教訓ばかりだと上手く舵がとれん、なんて言い訳をし
ながらも iPod に散らかして‘お仕舞’にしている。
でも、ま、なるようになるさ、と思えば、そんな凡夫
だって捨てたものでもないと思う。この先まだまだ望
みはあろう、と意を強くしていると、気負ってみても仕
様がないと初老爺の経験が呟く。ここは当技師会に
古くから伝わる技法に従い、諸先生方と若松町界隈で
昔話にでも酔うのが一番。猪口で酒という御仁が減っ
たなー。
辻褄の合わない展開は、凡夫の凡夫たる所以。妄言
多謝。
山口瞳さんの本に「急いでその電車に飛び乗らな
ければならないほど人生は短くない」って書いてあっ
た。

会員投稿

老い先の杖
人生を変える、と云うほどのことではないにしても、
時々ハッとするような言葉に出会うことがある。格言
らしきものもその一つ。一々調べたりしないものだか
ら誰が云ったのかは分からないことが多いが、よくメ
モしておく。和歌の様なものもあれば、本とか新聞と
かから切り抜いたりもする。
◇
映るとも 月もおもわず
映すとも 水もおもわぬ 広沢の池
◇
はじめから良い結果を出す必要はないが、とにかく
はじめなければ良い結果は出せない
（メアリー・マーシャル）
◇
失敗は回り道、決して袋小路ではない
◇
コミュニケーション技術が発達したのに、人間が皆
孤立してきている。同じ空気を共有しながらの一対
一の肉声による伝達に、温かな心の交流が生まれる。
（谷川俊太郎）
◇
散りぬべき 時知りてこそ 世の中の
花も花なれ 人も人なれ
◇
憂きこと なお この上に積もれかし
限りある身の力 試さん
◇
美しい唇のためには、優しい言葉で話すこと。美
しい瞳のためには、人の良いところを見せること。
スリムな身体のためには、お腹を空かせた人に食べ
物を与えること。歳をとれば、君には手が二本ある
ことに気づくだろう。自分自身を助ける手、そして
◇
他人を助ける手。
（オードリー・ヘップバーン）
◇
自分が無力だと考えさえしなければ
人は誰も無力ではない
◇
世の中に片付くものなんてものは殆んどありゃしな
い。人生の苦悩がそう簡単に片付くと思ったら大間
違いです。ひと山越えても、その先がある。
（夏目漱石）
◇

＜紫

一部＞

編集長のコーナー
編集長の齋藤です。皆さんのご協
力で何とか今号を完成させることがで
きました。このコーナーは編集長が自
由に使えるということなので、私の気
になっていることを１つ。最近の幼児向け番組に「日
本の文学を遊びながら親しむ」をコンセプトにした
番組がありましてその中に「雨ニモマケズ」のフレ
ーズを曲に合わせて歌っているもがありました。子
供と何度も見ているうちに覚えてしまったのですが、
今度はその内容がきになり、
「宮沢賢治」自身に興味
を持ちました。立ち寄った本屋で「風の又三郎」を
見つけて読んでみることに、本は短編をいくつか集
録したものですが、
「風の又三郎」のほかに「やまな
し」や今度映画にもなる「グスコーブドリの伝記」
なども入っていました。宮沢賢治といえば学校の授
業で何度か登場するのですが、暗いイメージがあり
あまり好きではありませんでした。しかし子供のこ
ろ感じたものと今読んで感じるものは違いなんとも
感慨深いものがありました。私は文学者でもないで
すし、その分野に明るいわけでもないので感想など
は書きませんが、今読んだら面白いものが他にも沢
山あるのかもしれません。今度は「銀河鉄道の夜」
を読んでみようかと思っています。
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