
本日のプログラムは、引田会員と北砂会員のイ

ニシエーションスピーチです。あらためてひも解くと

「ロータリーに入会して初めて公式に自己紹介をし

て、例えば 自分の経歴、家族、職業、趣味、考え

方などをクラブの会員に伝え、理解を深めてもら

うこと」となっています。

北砂・後藤年度は私を含め、入会者が大変多かっ

た年（7名入会）で、イニシエーションの30分を３名

まとめてやった記憶があります。その時、スピーチ

の順番は先にやって楽になるか？後から様子を見

たほうが良いのか？と考えました。結論は、絶対に

先だと思います。話が早く終わってしまっても、勢

いでかなり長くなっても、後の人に丸投げすれば

良いからです。

本日の二人には多分こんな心配は要りません。

お二人とも青年会議所出身者ですが、直前の理

事長としてスピーチに磨きをかけた引田さんと、あ

の北砂さんのＤＮＡを持つ息子さんですから ！ ちょっ

とプレッシャーをかけましたが、あまり気負わず頑張っ

てください。

①10月のロータリーレートは1ドル78円となります。

②本日18時より定方寺にてR情報・C研修を開催

致しますので、対象者の方参加宜しくお願いし

ます。

③9/29(木)例会は、北京飯店にて点鐘18時です。

お間違いのない様にして下さい。

④10月13日(木)第2週の第4回理事会は、都合に

より10月6日第1週となりますので、理事・役員

の方宜しくお願いします。

社会奉仕委員会 飯田 豊太 委員長

来る10月2日は、大和自動車学校において社会

奉仕委員会で高齢者等の交通安全の色々な体
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験、大型車による急停止の実験等を行いますので、

多数のご参加をお願い致します。

お祝いの方々

親睦活動委員会 阿萬 正巳 委員

会員誕生日 小栁 智裕 君 10月4日

配偶者誕生日 郡司 禎子夫人 9月26日

古郡 京子夫人 9月28日

創業記念日 辻 彰彦 君 9月24日

中島 康次郎君 10月1日

「イニシエーションスピーチ」

北砂 明彦 会員

まず、イニシエーションを

辞書で調べました。加入、

入会などの意味が載っ

ておりました。

そこでまずは自己紹介から行わせて頂きます。そ

して、次に入会に当たっての思いをお話しさせて頂

きます。また、例会での話は記録として残るようで

すので、公開可能な部分をかいつまんで紹介させ

て頂きます。

姓はキタサゴ名は明彦。父は富三、母は安子の

長男とし昭和37年10月に生まれ、その後妹も出来

4人家族で育ちました。生まれも育ちも南林間でご

ざいまして、幼少期は近所のガキ大将であった大

きいアキちゃんと共に、南林間奥にあった十条の

森と呼ばれる林で、基地ごっこなど自然を楽しみ

ながら遊んでおりました。

大きいアキちゃんは物知りで、色々教わったみた

いですが、今でも記憶に残っているのは林などを

列で歩いていると、前から三人目にへびが襲いか

かってくるということです。それ以来、自然の中で

は決して三番目を歩かなくなりました。ちなみに、

大きいアキちゃんとは辻彰彦さんです。(そうです

よね…辻さん…)

小学校は林間小学校に入学しました。6年生の

時、南林間小学校ができた為、1年間だけ南林間

小学校でした。小学生の頃、近所のガキ大将が入っ

ていたカブスカウトに入団し、その後ボーイスカウト、

シニアスカウトと高校生位まで続けておりました。

幼少期の思い出の中では、週末になると玄関に

ゴルフバックが置いてあり、休みの朝起きると父は

いつも不在。我が家に来るのは、近所の米軍関係

の外人やその友達。そして辻さんのおじさんたち

でした。

中学校は鶴間中学を卒業し、高校は東海大相模

へ通いました。今思い出せば、ちょうどこの頃でご

ざいましょうか…ロータリーとかチロリン村という言

葉を耳にするようになったのは…。我が家に来ら

れている面子もだいぶ変わりました。時に楽しそう

に、時には真剣に…大人の話をしているように見

えました。

そして、東海大学を卒業後はリコーの10

0％出資子会社である神奈川リコー販売。

当時700名のOA機器販売会社に入社致しました。

販売会社でございましたので当時は非常に厳しい

ノルマなどもあり毎月クリアさせるのに大変努力い

たしました。当時はA4の用紙を1枚ファクスで送る

のに、世界最速などと言って30秒かかる時代でし

た。価格も100万円前後でした。この、リコーの営

業の時に橋本幹事とお会いしております。当時は

ライバル会社でございました。8年間、リコーの販売

会社にお世話になりました。現在はリコージャパン
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となり、12,600人位の会社になってます。今でも先

輩、後輩は頑張って活躍しており、時々情報交換

をしておりますが、早期退職制度が始まっており大

変な時期のようです。

30歳の節目の時に安田火災海上保険の研修生

となりました。研修生の3年間は安田火災の社員

扱いとなりますが、やはり数カ月おきにノルマが設

定されており、その数字を達成できなければ、即退

社という条件となっておりました。父と同じ業界に

入ったわけでございますが、やはり父はライバル会

社でありまして、これは現在のオーシャニックを父と

立ち上げて初めて知ったことですが、父のお客さ

んの中には、私の小学校の先生であったり、ボー

イスカウトのリーダーであったりと私の周囲の方が

お客様でいらっしゃいました。周囲の方々には、

「俺の目の黒いうちは明彦に契約を回さなくても

良い」と言っていたそうです。結果甘えることなく

新しい出会いで自身のお客様も増えていきました。

3年間の研修期間を終え、個人代理店を開設いた

しました。開業から2年弱経った頃、父がブローカー

の会社を定年退職し、現在のオーシャニックとなり

ます。

ここで少し話がずれますが、父と一緒に仕事を

始めたばかりの頃、父の古くからのお客様の会

社へ集金の為、初めて訪問した時の事です。「トミー

の息子のキタサゴです」と挨拶したところ先方さん

は目を白黒させながら、「お前日本人じゃないか

…」 それ以来、父の長年のお客様に初めてお会

いする時少しドキドキ致しました。

さて、今度は私の家族について少し話をさせて頂

きます。自宅は昔、蛇やカブトムシが住んでいた十

条の森の奥、今ではすっかり住宅街となりました。

南林間9丁目、成和病院の裏でございます。そこ

にひっそり7人と、オオクワガタ12匹で住んでおりま

す。家内は一人です。大阪出身ですので、

子どもを怒る時などは関西弁になります。

最近は、朝から関西弁が聞こえてきま

す。長男は中学2年生、剣道部。週に

何度か夜遅くまで塾に行っているようですが、あま

り効果は現れてないようです。次男5年生、がりが

りでゲーム好き。白いご飯が好きで、好き嫌いが多

いです。三男4年生、土日にサッカーをやっておりま

すが、普段まったくサッカーに興味を示しません。

好き嫌いなく何でも食べます。貴重とか高価とい

う言葉に反応が良いです。四男1年生、小さい頃

少し食べすぎでちょっとポチャッとしています。想

像力豊かでレゴブロックなどが好きです。そして…

お待たせいたしました。我が家の姫。長女3

歳、今でもまだ一緒にお風呂に入ってくれ

てます。まだまだ「おとうちゃん」と言って後

を付いてきますので非常に可愛いですが、反面、

男兄弟に囲まれておりますので少し気が強く我儘

になってきました。行く末が少し心配です。オオクワ

ガタも古いものになりますと4年生きております。今

年は7匹卵から成虫になりました。結構長く生きる

のでなかなかやめられずに飼育してます。

このように、家族が多く年齢幅もあるので、普段

の休みはそれぞれ予定があり、なかなか皆で一緒

に出かける事も少なくなってきました。仕方がない

ので、ここ3年位は海にサーフボードを持って行き

ぷかぷか浮いてストレスを発散してます。波がある

時は危ないので行かないようにしております。冬は

スキーも少しやります。お正月は家族揃ってスキー

に行きますが、私は体が硬くなってきてますので、

スノーボードなどにはチャレンジせず、年々傾斜角

度は緩やかなコースになり、最近では林間コースや

ファミリーゲレンデを楽しむようになりました。子ど

も達はやはり体が柔らかいのか転倒しても、怖が

らず、毎年上達しているので、羨ましく思って

ます。まだまだ子育てが続きます。長女が成人

式を迎える時66歳。年金支給は開始されてい

るのかわかりませんが…。今のうちから健康に気
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をつけ、体力をつけ、精力は抑えて、休肝日を設け

るなどして、成長を楽しみながら見守って行きたい

と思います。

最後になりますが、この度大和中RCに入会させ

て頂きました。まだまだ右も左も分らないことばか

りでございます。頂いた手続要覧を見ても、あまり

理解できずにおりますが、今年度の会長ターゲット

の中にもあるように「ロータリーを楽しんでいきたい」

と思います。そして、もっと楽しめるよう皆様にご指

導、ご鞭撻を頂ければと思います。宜しくお願い

申し上げます。

引田 俊一 君

皆さんこんにちは！ 大

和中RC最年少の引田

俊一です。思えば、梅田

先輩に「この書類に必

要事項を書いて！！」と言われ、書いて渡したまでは

覚えていますが…入会の了承を頂いただけで、JC

の理事長として中々出席できず、申し訳ありません。

いつも、遅参し、申し訳なく思っております。毎週木

曜日は当初私には憂鬱な日でした。どうしても、仕

事が12時30分まで受付なので、ここへの到着は1

時になってしまいます。しかし、入会させて頂きまし

た舘盛直前会長と鈴木直前幹事のお二人をロー

タリーのお父さん・お母さんと考え、頑張る所存で

す。昨年、地区大会に参加し、最後に後藤ガバナー

の涙を見て、とても感動して、頑張ろう！！ と思いまし

たし、ガバナーズクラブで入会出来たことは私の

誇りでございます。

私は、1970年1月1日横浜の日吉

で産まれました。父は、静岡大学法学

部を出た後、東京医科歯科大学に

入っており、母は、中央大学を卒業し、

毎日新聞社に入社、その後モデルをし

ていたと聞いております。私が、5歳の時、

父は南林間に岡田歯科を開業致しまし

た。父方の岡田家が元来カトリックであり、すみれ

幼稚園⇒聖セシリア小学校と進みました。因みに

神作会員の御子息とは同じ幼稚園でよく遊んだ

ことを覚えております。小学校時代は自他共に認

める悪がきで、女子校の伝統を破る、創立以来の

悪ガキの称号を頂きました。そんな私には、弱みが

ありました。それは喘息持ちで、よく咳込んでいまし

た。その都度母に連れられ、上田小児科に通院で

す。不思議なもので、上田先生のお顔を見ると安

心して症状が止まります。喘息以外にもストレスに

弱く、今でいうストレス性胃炎になりやすく、その

都度上田先生に診察して頂き、お薬を頂くと治る

ので。高校生になっても、いつも優しく診察される

上田先生を見て、いつか上田先生の様な医師に

なりたい！！と思い、医師を進路と決めた一因になっ

ています。中学校は、静岡の聖光学院に入学、こ

こで6年間の寮生活をしました。学生時代はどちら

かと言いますと、一匹オオカミで、群れをなすのが

嫌いで、一人でいたことが多かったと思います。逆

に言いますと協調性がないのかも知れません。そ

れが良かったのか？悪かったのか？今でも分りかね

ます。大学は現役で杏林大学医学部に入学致しま

した。大学生が楽しいと感じたのは、しかしながら1

年間だけだったと思いだされます。私が大学2年

の春、大和RCの会長エレクトの父が、中クラブの

伊藤先輩とは同期会長ですが…、会長をすると続

けて倒れるというジンクスが当時大和RCにあり、

健康面を心配した父が人間ドックをうけた結果、

何と頚部の血管の病気が見つかりました。予防的

に手術をしようと、知人の当時北里大学の教授に

勧められ、大丈夫、すぐ帰る ！ と言い残し手術を

受けました。が残念ながら医療ミスがあり、麻酔の
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覚醒が出来ず、体のしびれが残ってし

まい、かなりの時間をリハビリに要しな

ければならなくなりました。毎日、母が

父の病院に付き添い、リハビリをしてい

る父を励まし、私は大学が終わると、父

の診療所に行き、当時夜間も診察しておりました

ので手伝いをしていました。自宅に戻ると、普段泣

き言を言わない母に、辛いと泣かれ、、やはり順天

堂大学医学部に入学していました妹やまだ中学生

であった弟に励まされていた光景は、切なく、苦し

かったのを今でも良く覚えております。

当時、従業員の給与や代診の先生のバイト代な

ど…、また新築した自宅のローンもあり、銀行の支

店長にも返済大丈夫ですか？と聞かれる始末でし

た。とても情けない気持ちになったことを覚えてい

ます。同級生は、何不自由なく生活している…世

の中は不公平だな？と思ったことは何度あったか

分りません。しかし、一年間ロータリーの会長として

仲間に支えられて何とか務めた父を見て、ロータリー

の友情はすごいな ！ ロータリアンに支えられた父

を見て、胸にこみ上げる事が一年間の間に何度あっ

たか分りません。この友情はロータリアンでないと

分らないよ ！ と当時父の幹事であった加藤恒夫さ

んに言われたことを今でも覚えております。先にも

話しましたが、当時は、20年以上前で、バブルから

バブルの崩壊と移行し、段々と景気も悪くなりつ

つある頃です。医療もその煽りを受け、患者さんの

減少はもちろん、父の診療所も人件費・賃貸料な

どの固定管理費が嵩み、経営が大変でした。この

時、歯科だけで、このまま父が医療経営して行く

のは先行き困難であろうと考えました。医療もい

つまでも患者さんを待つだけではいけないんだ！！父

のクリニックを、いや父の居場所を残すにはこのま

まではいけない！！ アメリカなどは、「医療はサービス

業」と公然と言われています。いずれクリニックの

集合体をつくり、地域の患者さんをいろいろな先

生方と一緒に診て、地域の皆さんに根付いていく

ものをつくろうと考え、現在は、鶴間に14診療所

と3つの薬局を併設して地域の皆さんに利用して

頂いております。

そうはいいながらも、自分の医師としての進路を

どうするか…悩んでいました。実は、医療ミスと言

われた段階で、医師としてのやる気を失いかけて

いた時期でもありました。しかし、敢えて自分を苦し

めて試そうと考え、父を手術

してくれた教授のいる、北里

大学病院救命救急センター

に入りました。最初は、いや何

年経ても、毎日へとへとでした。辛いなどと泣き言

を言う元気もなかったです。月に大学だけで15日

間当直、関連病院を入れると月に何と20日間の

当直です。その上、患者さんが入院や緊急手術に

なりますと病院から呼び出しが掛り、出かけます。

毎日6時30分には出勤です。そんな生活を10年近

くしておりました。北里大学病院救命救急センター

には年間2,000人が搬送されてきます。そのうち残

念ながら400人程は、亡くなるでしょうか？人の生

死を嫌と言うほど見てきて、逆に人を救う心を教

わることが出来ました。今では、医師になって、い

や救急医になれて良かったと感謝しています。その

後は専門として脳神経外科をメインに勉強し、脳と

目の係りに興味を持ち、現在は神経眼科と言われ

る分野を主に治療しております。中でも専門は瞼

の病気です。良く瞼が「ピクピク」とする事があり

ます。これは主に3つに分れます。1つは何ともない、

後の2つは頭の病気に関連しています。頭と言いま

しても瞼をつかさどっている神経の故障の病気で

す。しかし、これが厄介な病気でして、治りませんし、

とても患者さんには辛い病気です。これを注射や

手術で治療します。さらに、私のクリニックはMRIを

用いた脳ドックや超音波による血管の狭窄の有

無を確認します。脳梗塞や脳出血の予防に是非

利用頂ければ幸いです。

最後になりますが、ライフワークは、3つあります。

1つは学生時代から続けている発展

途上国での医療ボランティアです。

ペルー、ベトナム、フィリピンなど夏期

休暇を利用して仲間と細々ですが、
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続けております。現在はワタミの渡辺美樹さんとカ

ンボジアの無医村を巡回しております。2つ目は地

域貢献です。昨年

は(社)大和青年会

議所第32代理事長

として、大和市民ま

つりでY1グランプリを開催して、大和のB級グルメ

を発掘しました。これを市内は勿論県内に広めて

いきたい、そして、大和市の町興しに繋げたいと考

えております。さらに、私は三浦知良選手の所属

する横浜FCのチームドクターをしておりますが、大

和に2番目の本拠地を誘致して、大和市でJリーグ

の試合が観戦できる体制を整え、大和市の活性

化に繋げていきたいと考えております。3つ目はテ

レビの仕事です。テレビドラマの医療監修と出演

です。今年はTBSで「阿部寛さん主演の新参者」、

「草なぎ剛さん・今井美樹さん主演の冬のさくら」、

日本テレビは現在進行中の「江角マキ子さん主演

のブルドクター」です。

今後とも宜しくお願い致します。

《会長のコメント》

引田さん、北砂さんご苦労さまでした。二人ともさ

すがですね。私はＲＣに入会するまで、人前で話を

する機会も無かったのでドキドキするばかりで、当

日は何を話したのか憶えていません。その時のクラ

ブ会報が手元に無いので、内容がどうだったのか

もわかりません。

今後は例会でこういう機会があれば、必ず原稿を

出すことをお願いします。クラブ会報に掲載されれ

ば記録に残りますし、後から読み返すときっと役に

立つと思います。

今日はご苦労様でした。続きは夜の研修会という

ことで、定方寺でお待ちしています。
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本日は皆様にお世話になります。台風一過、

本当に素晴らしいお彼岸を迎えました。

石川 健次 会長・橋本 日吉 幹事

引田会員、北砂会員本日は、待ちに待ったイ

ニシエーションスピーチです。楽しみにしておりま

した。どうぞよろしくお願いします。

北砂 明彦 君

本日は、イニシエーションスピーチです。宜しく

お願い致します。

辻 彰彦 君

引田会員、北砂会員のイニシエーションスピー

チを楽しみにしてます。

後藤 定毅 君

本日のお二人のイニシエーションスピーチとて

も楽しみにしていましたが、所用で欠席します。い

つか、個人的に聞かせて下さい。

番 桂柳 君

八十の手習いに参りますので早退のお許しを。

郡司 守 君

女房の誕生日祝いありがとうございます。本

人はまだまだ若い積もりで居ります。傘寿です。

顔を合わせる事がありましたら、「お若いですね」

と声をかけてやって下さい。

古郡 清 君

①引田君、北砂君ようこそ大和中ＲＣへ…。本日

のスピーチ楽しみにしています。

②女房の誕生祝い、ありがとうございます。カメ

ラ片手に飛び廻ったあくる日は、マッサージに

掛かっているご老体になってしまいました。

中島 康次郎 君
大和式礼を開場して12年目に入ります。少しで

も地域に根付く様、これからも頑張ります。宜し
くお願いします。Ｐ．Ｓ．松崎さん「たぬき」ごちそ
うさまです。
小栁 智裕 君
①誕生日のお祝いありがとうございます。52才
になります。ロータリーも入会10年目になります。
これからも皆様、ご指導の程宜しくお願いしま
す。ありがとうございます。

②引田さん、北砂さんイニシエーションスピーチ
楽しみにしています。

横澤 創 君
引田君、北砂君の待望のイニシエーションスピー

チ、楽しみにしています。ロータリーを楽しんで下
さい。

スマイルボックス 横澤 創 委員長 本日\13,000 累計\286,750


