
髙橋政勝副会長挨拶、辻彰彦カウンセラーから、

青少年交換留学生Chien-Cheng CHIU君の紹介。

国籍、台湾

大和西高等学校に

9月より通います。

ホストファミリーは

北砂明彦幹事です。

①8/10（木）会長幹事会が開催されました。新会

員の集いは地区で１回、グループで１回開催され

ます。第６Gは10月末か１１月初めの開催予定で

す。内容は米山、財団について、懇親、親睦を深

めていくものにしたいとの事です。

②会員増強報告は８月より月末一回となります。

③交換留学生支援金について大和中に既に着金し

た事に小柳会長より御礼の挨拶を致しました。

④米山留学生等の卓話依頼の交通費及びお礼とし

て１万円に統一することに致します。

⑤ロータリー友の投稿規定が配られました。

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 川名 惠美子 委員

配偶者誕生日 藤塚 昭子 夫人 9月2日

結婚記念日 北砂 明彦 君 8月27日

創業記念日 後藤 定毅 君 9月1日

引田 俊一 君 9月1日

玉川 雄 君 9月1日

入会記念日 竹野 国敏 君 9月1日

皆出席のお祝い 中村 友彦 委員

皆出席30年 梅田 秀雄 君

皆出席3年 阿萬 正巳 君
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【 本日のプログラム 】 8月31日 夜間移動例会 「暑気払い、音楽の夕べ」 会場 北京飯店
【 次回予告 】 9月7日 卓話 「業界の裏側・パチンコ店の社会貢献」 澤田 和也 様

【 第1867例会 】 平成29年8月24日（木） 【 司会SAA 】 髙橋 清 君
【 斉唱 】 「我らの生業」 【 ソングリーダー 】 川名 惠美子 君

【ゲスト】 Chien-Cheng CHIU 君（交換留学生）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 7名(敬称略)

41名 27名 79.41% 82.36% 10名 橋本、橋本、引田、岸、新村、苗加、玉川

会長の時間 髙橋 政勝 副会長
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石田 卓也 君

私は昭和41年の生ま

れの干支は丙午。女の子

であれば「じゃじゃ馬」にな

ると言われていました。ちょ

うど、第2次ベビーブーム

の世代です。子どもの数も

多く、既存の校舎では収

容しきれず、小学校時代

は、夏暑く、冬寒いプレハブ校舎での授業が続きまし

た。私が成人した時の当節の世代のキャッチコピー

は「新人類」と呼ばれておりました。

生まれは横浜新子安の二軒長屋で、その後二宮

市の公団に引越し、海老名が市制になるころに海老

名市に両親が居を構えました。私が幼稚園のころで

す。当時の海老名は、駅周辺は一面田んぼで、市

役所とダイクマがあるのみで、大きな建物もなく一帯

が見渡せた長閑な街でした。相鉄のバスも今ほど路

線が長くなく、駅に出るにも不便な街だったと記憶し

ています。

物心ついた時より、野球をはじめ、地元の少年野

球チームに入団し、毎日のように学校から帰ると近

所の公園で野球三昧でした。小学生の時に、保土

谷球場に東海大相模の原辰徳を見に行き、甲子園

に出たいと思うようになりました。

中学では野球部主将を務め、さしたる野球の実

績も残さなかったのですが、憧れの甲子園に出たい

思いが強く、野球推薦もない中で、法政二高に入学

し、野球部に入部いたしました。

新入生は150名。入部説明会と称する、恐ろしい

会が行われ、初日で50名以上が辞めていきました。

そもそも監督一人で多くの人数の面倒を見れるわけ

もなく、一年の夏までは部員数を減らすための練習

が日々続きました。朝4時に起き、海老名駅までラン

ニングで通い、帰りは夜10時過ぎという生活でした。

夕飯を食べながら寝てしまい、味噌汁に顔を突っ込

むことも多々ありました。今思うとよく続いたなと自分

でも感心します。そんな中同期は最終的に40名弱

までに絞られ、1年から3年までの合計120名程度の

部員数で、県内でも部員数の多い学校でした。

幸運にもOBであるジャイアンツの柴田さん以来の

甲子園出場を1年の夏に叶え、しかも甲子園メンバー

に練習要員として随行することができ、憧れの甲子

園の土も踏むことができました。これが高校3年間で

の最初で最後の最高の思い出となりました。

その後は3年生の春に学校は選抜大会に出場し

ましたが、私は、2年、3年とレギュラーはおろかベン

チ入りさえも果たせず、選手としての甲子園出場は

叶いませんでした。

ただ、この高校野球3年間で必然的にまた自然に

学んだことが後々の社会人での立ち振る舞いにおい

て、大変に役にたっていると改めて振り返ると痛感い

たします。辞めさせるための苦しい練習に耐えたこと、

努力し続けても、才能のあるライバルには敵わない

のかというジレンマや葛藤。腐らずに、真摯に練習を

行う姿勢。上級生となり、メンバーや後輩を側面から

サポートすることを通してのチームへの献身。先輩、

後輩への接し方、礼儀等、身をもって教わりました。

監督がその後の人生の方がはるかに長い。だから決

してレギュラーだったかどうかのみで人間としての価

値は決まるものではないと、話されたのが印象に残っ

ており、励みとなりました。その後の人間形成は、こ

の3年間で確立されたと思います。

大学進学後も準硬式野球部に入部し、野球を続

け、大学では主将を務めました。部の先輩が当時の

八千代信用金庫に就職していたこともあり、金融志

望ではなかったのですが、第一希望、第二希望の

就職がかなわず、八千代信用金庫に拾ってもらぃ

入社しました。

当時の当行は野球にも力を入れており、国体出

場、天皇杯準優勝するほどのチームでした。公式戦

があると、野球優先で仕事を休み、休日以外に平

日も2日練習があり、仕事との両立が大変でした。

金融機関なので、当然ノルマも厳しく、野球部員

も社員とノルマは一緒であり、達成できないと決まっ

て、「野球部はいいよな。平日も仕事をしないで野

球をやって」、「ノルマがいかないのに野球に行くのか」

といったことを、上司、先輩に言われ悔しい思いをし

ました。労働時間の制約がある中、効率的に仕事し、

実績を上げていくかを必要に迫られ、考えながら進

めていき、これが後々役立っていると思います。

数年が過ぎ、所帯を持ち、現在、妻と中学1年の

娘と私の両親の5人で暮らしております。できれば男

の子で野球をやらせたかったのですが、女の子も可

愛く、野球の代わりに、幼稚園の頃から家族登山を

はじめ、高尾山から始め、今では北アルプス縦走を

するまでに趣味が高じました。ただし、妻はもうついて

来てくれません。頂上で味わう、雲海やご来光等絶

景は格別なもので、達成感を含めて病みつきとなっ

ております。

私の入社当時、規制金利時代で、預金や貸出の

金利も高く、今の低金利が嘘のようなレベルでした。

パソコンや携帯電話、端末の普及により銀行業務も

様変わりしていきました。その後、金融自由化、バブ

ル崩壊と今なお激変しているのはご案内のとおりで

あると思われます。
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そんな中にあり、変わらないのが、お客様との絆で

あると考えております。

1年前の出来事です。支店に電話が入りました。

私が入社当時の祖師谷支店のお客様で、25年前

以上になるのですが、私が担当だったことを覚えて

おいでで、その時分の思い出話を昨日のようにお話

され、私も25年前にタイムスリップしたかのような錯

覚を覚えました。私の支店がなぜわかったのかと尋

ねたら、窓口で支店長になったとお聞きになったよう

で、懐かしく思い、声が聴きたくなったとおしゃられま

した。一銀行員に対して、愛情を持って接して頂い

たことに感激しました。それと同時に改めて時代はど

んなに変化し、ソフトやハードは変わったとしても、お

客様との絆を大切に出来る銀行員あり続けたいと思

います。

八千代銀行大和支店は昭和26年開設以来65

年が経ちました。私は開設から25代目の支店長とな

ります。65年の伝統と精神を受け継ぎ、街の地元金

融機関として、半世紀以上地域のお客様にお世話

になっております。

来年合併し、銀行名は「きらぼし銀行」となり、八

千代という名はなくなりますが、働く私たちの心の中

には変わることなく「八千代魂」が脈々と受け継がれ

ております。今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしく

お願い申し上げます。

小野 泰弘 君

今年6月より大和中ロー

タリークラブに入会いたしま

した小野泰弘と申します。

私の父はかつて大和中ロー

タリークラブに在籍していた

ので、父と面識がある方も

多いかもしれません。未熟

者ではございますが、皆様よろしくお願いいたします。

入会にあたり推薦人になっていただいた梅田様と石

川健次様には改めましてお礼を申し上げます。今日

は新会員の儀式ともいうべきイニシエーション・スピー

チの日ですが、私は口下手なので正直なところ人前

で話すことが得意ではありません。したがってスピー

チもまとまりのない内容になってしまうかもしれません

がご容赦ください。

私は昭和４７年に大和市内で生まれました。小学

校は大和市立深見小学校に通っていましたが４年

生のときに都内の小学校へ転校しました。その後、

都内の中学・高校を卒業し八王子市にある中央大

学法学部に入学しました。大学卒業後は諸事情に

より就職せずにワーキングホリデーでカナダに滞在し

ました。

ワーキングホリデーとは30歳以下の青年が日本と

協定を結んだ国において最大1年間滞在できる制

度のことで、観光を主たる目的としながらも通常の観

光ビザと異なり滞在国での労働が認められています。

当時ワーキングホリデー・ビザで渡航可能な国は

オーストラリア, ニュージーランド, カナダの3ヶ国の

みでしたが、現在ではアジアやヨーロッパにも広がり

合計18か国が対象国となっているそうです。

渡航して最初の1か月間はバンクーバーの英語

学校に通いカナダでの生活に慣れることから始めま

した。カナダでは旅行業界またはホテル業界で働き

たいと思っていたのですが、バンクーバーではワーキ

ングホリデー・ビザで応募可能な求人があまりないう

えに、応募できた企業でも採用されるまでには至りま

せんでした。最終的にカナディアンロッキーのバンフ

にあるリゾートホテルで職を得ました。

カナディアンロッキーは日本人に非常に人気があ

る観光地で、レイク・ルイーズやコロンビア大氷原な

どが有名です。拠点となる町であるバンフには当時も

今も多くの日本人観光客が宿泊しており、日本料理

の店や日本人が経営する土産店も複数あります。

勤務することになったホテルは日本人ゲストが多く

日本語が話せるスタッフを募集していたことから幸

運にも職を得ることができました。

仕事は日本人ゲストの接客や日本の旅行業者と

の対応が主だったので、私の拙い英語でもなんとか

なりました。

休日の過ごし方ですがバンフは山間部にある人口

8,000人ほどの小さな町なので都会のような遊びは

ありません。街中の店舗も観光客向けがほとんどで、

街中で買えない物はカルガリー(バンフから約120k

m)まで買いに行かなければなりません。その一方で

自然環境には恵まれています。当時の私は現在の

体形からは想像できないかもしれませんが今よりだ

いぶ痩せていて動きも軽快だったので、休日にはハ

イキングやトレッキングを楽しんでいました。

バンフはカナダ有数のリゾートで5月から９月の観

光シーズンや冬のスキーシーズンは、世界各国から

ワーキングホリデービザを持った人が働いていました。

また大学の長期休暇を利用して働いているカナダ

人も多かったです。ホテルの仕事は大変でしたが世

界各国の人と親しくなることができ楽しい時間を過ご

しました。

日本に帰国後は新宿にあるセンチュリーハイアッ

ト(現ハイアットリージェンシー東京)で働いたのち、昨

年10月までサクラホテルに勤務しておりました。サク

ラホテルは池袋や浅草など都内に5軒ありますが、

主に外国人観光客をターゲットとしていて宿泊客の

約9割が外国人です。それゆえ国内での知名度は
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非常に低いかもしれません。サクラホテルでは店舗

のマネージャーを経て本社へ異動、本社ではグルー

プ会社の業務も含め様々な業務を担当しましたが、

昨年10月に退職しました。

そして昨年11月より株式会社オオタの代表取締

役に就任しビルの管理業務を行っております。会社

名のオオタですが、私の母の旧姓に由来します。私

の祖父母は大和駅前にて太田薬局を経営しており

ましたが、ビル建設のため昭和52年に廃業いたしま

した。大和中ロータリークラブの大先輩の中には今

から約40年以上前、銀座通の入り口に太田薬局と

いう商店があったのをご記憶にある方もいらっしゃる

かもしれません。薬局があった場所に建てられた大

和駅前ビルの1階には現在メガネドラッグが入居して

いますが、昭和末期か平成初期まではサンテ・オレ

という明治乳業傘下のハンバーガーショップが営業

していました。大和駅の高架化工事完成後に南口

改札前(今年7月までイタリアントマトJr.が営業してい

た場所)にて再オープンしましたが、数年後に再び撤

退しました。

現在は都内の神保町(古書店街で有名)に住んで

おり大和までは電車で通勤しています。趣味は旅行、

野球観戦、ミュージカル鑑賞などです。

旅行は国内外を問わず好きです。移動手段は車,

鉄道, 飛行機のほかに船や高速バスも利用します。

北海道へは仙台や新潟から、九州へは関西からフェ

リーで行くことも多いです。また趣味を活かして総合

旅行業務取扱管理者(取得当時は一般旅行業務

取扱主任者)の資格を取得しました。本来は旅行代

理店に勤務する人向けの国家資格ですが、資格の

勉強で学んだことは趣味にも役立っています。また

国内のホテルで勤務していたころはゲストから交通

手段や国内旅行の相談を受けることも多く、ホテル

での業務においても役に立ちました。

プロ野球はDeNAベイスターズのファンですが、De

NA以外の球団の試合もよく観戦に行きます。

DeNAファンのみならずプロ野球が好きな方がいらっ

しゃるようであれば、声をかけてください。

またメジャーリーグにも興味があり、20代のころは

数回にわたりアメリカ・カナダに行き観戦したことがあ

ります。ここ十数年は渡米する機会がありませんが、

近い将来また観戦しに行きたいと思っています。

次にミュージカル鑑賞ですが、ミュージカル鑑賞

を趣味とする女性は多いですが男性では非常に珍

しいとよく言われます。

ミュージカルの本場であるニューヨークやロンドン

に行った時もミュージカルを観ました。とはいえ英語

はあまり得意ではないので、日本で観たことがある作

品以外は事前にインターネットで作品のあらすじの

入手が欠かせません。

最後に私は10歳まで大和に住んでいたものの約

34年ぶりに大和に戻ってきたので、大和に関する記

憶の多くは昔のままで止まっています。私の記憶の

中では大和駅前には相高ストア(相鉄ローゼンの旧

称)や東急ストア(現ツルハドラッグやユザワヤは入居

している建物)があり、駅の近くには忠実屋やイトーヨー

カドー(新橋通り)がありました。現在ノジマが営業して

いる場所にはダイクマがあり、週末は駐車場待ちの

車で藤沢街道が大渋滞していました。あいにく大和

の現状については詳しくないので、地元の大先輩で

ある大和中ロータリークラブの皆様方にいろいろと教

えて頂けると幸いです。

改めまして未熟者ではありますが、今後ともよろし

くお願い致します。
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北砂 明彦 幹事
一週間皆様にお会いしないと、「お久しぶり」の感覚に

なります。皆様お元気でしたでしょうか。またまだ蒸暑い
日が続くようですので、水分補給を十分にし、元気にこの
蒸し暑さを乗り越えましょう。本日はイニシエーションスピー
チ、石田さん、小野さん宜しくお願い致します。
髙橋 政勝 君
本日は小栁会長がお休みです。代行で会長職を務め

ますのでよろしくお願いします。
北砂 明彦 君

結婚記念のお祝いありがとうございます。我家にもう一
人息子が増えました。
梅田 秀雄 君

30年皆出席を祝って頂き、ありがとうございます。時間
がたつのは早いですね。
阿萬 正巳 君

皆出席のお祝いありがとうございます。
小野 泰弘 君

恐れていたイニシエーションスピーチの日がやってきま
した。不安ばかりですが頑張ります。

石田 卓也 様
本日のスピーチ、お聞き苦しい点多々あるかと思いま

すが、ご容赦ください。
鈴木 洋子 君
梅田会員、皆出席30年、阿萬会員皆出席3年おめで

とうございます。石田会員、小野会員のイニシエーション
スピーチ楽しみです。
藤塚 勝明 君
家内の誕生日をお祝いいただき、誠にありがとうござい

ます。
伊藤 英夫 君、石川 健次 君
明ちゃんおめでとうございます。仁美さんと仲良く天国

でトミさんが見てますよ。
横澤 創 君
石田さん、小野さん、本日のイニシエーションスピーチ

楽しみにしています。肩の力を抜いて、気楽にどうぞ。
川名 惠美子 君
今日は珍しく小栁会長がお休みとのこと、髙橋会長代

理、よろしくお願いします。
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