WXY [\W][^ _`ab \c d]Weaf\

JKLMNOM
PQRSTUV

ghijklmnonnpnqrhstuvjklmnonQpnRr

wxyz{|z}~*
:;<h<=hhl>?@xyz{yAyBC

EPQB67FG@H

z{|m}~*+|,-.

233 5

RSTUVTWX Z[\\SWT]T^_`
RaTVXTWX Z[W]TW^W]_

89:;<=>

QTnTonQpn6rCD

/012345

*+,-./012341
6 89: ;<:
> ?@ABCD:
E FGHIJKLMN:
O ?@APQMBAN: ;<:

/678 :;<=> 68?6

EF HIJ HIKLMN OJ HIKLPQ NRS TU VT
6 XY Z[ [\] ^_`^ab
> XY Z[ cdX_ [e fgg heih]ji]kb
E lZgg Z[ mnZgk oppqlXrr fik
y st^^t_ c_XtuqvaXwvb
O lZgg Z[ m] stutcXxXdr [e fgg heih]ji]kb

HIBCDEFG

@ABCDEFG

QTnTonQpn6rA

QTnTonQpQQrA

?hh@

BCDEDRSh

WFGHCGcISJfg
KiUL Sl

dJ v K

OPQR TUVWXYTVWX

dJ v L

Z[\]^_`aTTbcdefghij

d* M N

]^u]^TUvT wxyz{hUb

klmn ipgqrspqtttt

klmn ipgqrssqffss
|}~n ipgqrstqff**
+ 6 m n ,-./012q34542,
lq,-67 n 6892:,-./012q34542,

defghijklmno pq-rs0tu678

dvwwx
dvxyz{|
d} v x
d~ww*
dvww+
dv,-.

AB;CD
UV;WX
/0;;1
2R;3T
/4;;5
26;78;;9;;;:;;QRBST
1
>R;;<;;=R;>?;;@ABT<
/4;;5;;CR;[D;;EJ;F@
GH;aI

私は、一応歯科医師を営み
としております。29歳の時に、
元山の駅前で街金のような会
社から借金して歯科医院を開
設いたしました。私の両親は
歯科医師でありませんし、松
戸に血縁者もいませんでし
た。自分の医院を開業しなが
ら、木曜日と日曜日の休日は
熊谷までアルバイトにいって生活費を稼ぐ生活を
一年間以上続けました。そのころ、ようやく馬橋
のワンルームアパートを借りました。それまでは
主に医院に寝泊りをするような住所不定者のよう
な生活でした。学生時代から多くの先輩や友人に
助けてもらいながら生活してきた私は、いつか恩
返ししたいという気持ちを常に強く持っていまし
た。大学のそばで開業した理由もそのチャンスが
多くあるだろうという目論見からです。開業して
２、３年後には幸運にも、一人では診きれないほ
どの患者さんに来ていただく日が続くようにな
り、後輩の先生とともに仕事をするようになりま
した。朝九時半の開院から、昼飯もほとんど取ら
ずに夜九時過ぎまで診療を続け、カルテや模型の
整理など片付けを終えて、直ぐにその日の反省会
と勉強会という一日が終了するころは日付が変わ
っていました。ようやく、夕飯をとろうにも店が
開いていませんので、所謂飲み屋でよく飯を食べ
ていました。諸先輩がお帰りになる頃の時間に、
やって来て飯を食べながらドンちゃんやるのです
から同業者の評判は更にすこぶる悪かったと思い
ます。細かく言うと、飯を頼むけど指名もしなけ
れば延長もしませんので実際にはあっさりしたも
のです。厳しい指導に耐える後輩の歯科医師に、
対価に相当する給与を与えたいと思いました。し
かし、個人開業医に来ていただける患者はその院
長を信頼して来院するものですから、歩合給にも
限界があることが分かりました。そこで、信頼す
るに堪える先生には診療所を任すことで、その先
生の更なる技術の研鑽の場とそれに相応する給与
を支払えるのでないかと考えました。勿論、リス
クがあるのは承知でしたが、もともとお金に執着
しなかったことと、その時には銀行さんが信じら
れないような金利で（開業時の金利に比較しての
無知によるもので普通の金利です。）お金を貸し
てくれるというので強い後ろ盾になりました。東
京の江東区のその医院も、患者さんの支持を得る
ことが出来ました。松戸の本院にも、江東区の分
院にも若い代診の先生がやって来て、厳しい修行
に耐え頑張っている姿を見ると、もっと彼等にも
機会を与えたいと考えるようになりました。普段、
分院のほうにはそれ程お邪魔しないのですが、忘
年会などの行事には必ず出席させてもらいまし

た。そこに、出席している院長を中心としたスタ
ッフとその家族に触れることによって、私のお金
の使い方と考え方は間違っていないと確信しまし
た。そして、歯科医師の子弟でないもの、または
そうであっても次男や、いろんな理由で親の後を
継がないものなどで、優秀な歯科医師に院長とし
ての職務を与えることを事業として行うようにな
りました。医院の中には、院長の希望でお譲りし
たものもありますが、現在では医療法人として13
の歯科医院を運営しております。振り返れば、後
輩の歯科医師の為にやってきたことですが、今は
患者のために法人を展開することを目的として事
業を考えております。何時でも、どこででも同じ
サービスを受けられるような歯科医院があったら
いいと思っています。術者の知識や技術に左右さ
れることなく、安心してブランドとして信用して
いただける歯科医院を多く作りたいのです。今の
時代、情報を瞬時にして共有することが可能にな
りました。口の中の実際の状態をカメラで取り、
レントゲンやCTの画像を配信することによって、
以前のカルテをデーターで管理し、模型を3D画
像で表現することによって、医科学的な根拠を軸
として医師や技術者の個人差によるイレギュラー
を取り除きたいのです。国における歯科の教育方
針も変化しました。今では卒後研修の一年間だけ
が実際に患者の口に触れる期間です。しかもその
うちの半分ないし、ほとんどを一般開業医に委託
しました。つまり、実際の臨床技術を学ぶ場所は
卒後のそれぞれの歯科医師にほとんど丸投げされ
ていると言えます。勿論、優秀な歯科医師もいま
すが、そうでない楽な道を選ぶもの、己の欲望に
のみ興味を持つものがいるのも事実です。彼等が
厳しい修行の場を自ら選択すると思いますか？で
すから、保険皆治療の本邦でも歯科においてはひ
とつの症例に様々な治療方法が存在し医師先生な
どから不思議がられている所以であると思ってい
ます。私の今の夢は、できるだけ多く我々と理念
を共有する歯科医院を作って、一人でも多くの患
者さんに喜んでいただけるシステムを作成するこ
とです。私は臨床が大好きです。患者さんと話す
ことが好きです。患者さんが喜んでくれることが
喜びです。それには大きい仕事も小さい仕事も易
しい仕事もありません。けど、今は自分の喜びを
封印して少しでも自分の理想とする歯科医院作り
に自分の時間を割いています。私が直接診ること
の出来る患者さんよりも、それが実現できればも
っと多くの人を幸せに出来ると信じているからで
す。この思いが私の職業奉仕であります。
最後に紹介者でもある森田会員よりロータリー
は「個で奉仕することが大切である」とお聞きし
ました。私はいま、金銭的に私の人生の中では最
も恵まれた幸運な時期にあると思つております。
人との比較ではなく、自分の人生において僅かで
すがそのようなことが出来る時間を戴いたと思っ
ています。今まではチャレンジしている友人、知
人にそのような機会があれば、できる範囲で奉仕
をしてきましたが、このロータリーで更に情報を
得て、奉仕活動に積極的に取り組みたいと思って
います。軽率で幼稚な発言がありましたら、どう
ぞ後ほど叱ってください。ロータリーの魅力のひ
とつは先輩がたからの叱咤だと思っております。

− ２ −

松戸東ローリークラブの渡
辺剛様、同じく山本忠明様よ
うこそお越し下さいました。
どうぞごゆっくりお過ごし下
さい。山本忠明様とは25年前、
松戸青年会議所の第6回松戸
マラソン委員会でご一緒させ
て頂きました。前年の第5回のマラソン委員会の
委員でもある山本忠明様に当時の第6回の委員長
に就任した加藤栄さんと副委員長の伊原とで、委
員会配属会議(ドラフト)の当日の夜にご自宅に押
しかけ、よろしく頼みますとお願いしたのが最初
の出会いであります。山本さんは任務がハードな
マラソン委員会を2年連続やってもらうことにな
り、
「ちょっと待ってよ。」と抵抗していましたが、
知恵袋としての山本さんは必要な人財でしたから
当方も一歩も引く訳にいきませんでした。ご実家
は富士山の6合目で山小屋を経営されていたとお
聞きしています。
私の左目が腫れています。まるで市川海老蔵か
長谷川穂積のようです。マッサージをやりながら
蒸しタオルを眼に当てられたのが原因かも知れま
せん。気の緩みもあったのでしょうか。
12月になりました。今年を振り返ったり、来年
のことを考えたりする時期です。先日一通の喪中
ハガキが舞い込みました。元、松戸ローリークラ
ブ会員の高木利吉さんが亡くなりました。ちょう
ど小林孝数会員、織田信幸会員とほぼ同期入会で、
私の自宅から歩いてすぐの所にお住まいでした。
皆さんに謹んでご通知するとともにご冥福をお祈
りしたいと存じます。
報告事項です。① 朝日新聞に音楽支援の記事
が写真付で掲載されました。② 地区大会のビチ
ャイ・ラタクル元RI会長の基調講演【ロータリー
の理想】のコピーをテーブルに配布してあります。
希望の方は事務局まで。③ 米山奨学寄附金の累
積金額が3000万円を越えたことで功労クラブとし
て表彰されるそうです。松戸ローリークラブの伝
統を感じます。④ 小串安正会員と私に財団より
感謝状とバッチが届いています。⑤ 先ほど川並
芳純会員より連絡が入り、聖徳高校インターアク
トクラブ会長・菊地志帆さんが希望されていた上
智大学に合格したそうです。おめでとうございま
す。
さて、本日の卓話は、三国大吾会員の「ロータ
リーに入会して」であります。職業分類は歯科医
であります。地区大会のロータリー親睦野球大会
の写真パネルに三国会員が載っていました。新入
会員でありながら、ロータリーで、楽しく横のつ
ながりをもっていることにうれしく感じました。
ポジションは内野をやっていたそうです。私の少

年時代、風呂屋の下駄箱は好きな野球選手の背番
号順にふさがっていきました。３番、1番、16番、
34番、…それぞれに長嶋、王、川上、金田、…で
した。野球選手の物真似も良くやりました。南海
ホークスの杉浦忠のアンダースロー。金田正一の
右脇にグローブを抱える様など…。子供の頃は毎
日が「三丁目の夕日」でした。
12年前、私の野球部だった息子は千葉県高校野
球大会を終えた頃、毎日ファミコンでテレビゲー
ムばかりしていました。本人たちは目差してなく
ても最終目的であったはずの甲子園。私は息子と
二人で甲子園に見せたくて行くことにしました。
大阪のホテルを予約して一泊二日で、６ゲームも
観てきました。途中私は日射病になってしまい、
球場の日陰で休んでいるとさすが商人の町です。
「冷たい、かちわり、どないでしょう。」ときまし
た。まとめて３個買って日焼けしたおでこや首筋
を冷しました。
当時のスターは横浜高校の松坂大輔。対戦相手
は鹿児島実業の杉内君。現ソフトバンクのエース。
杉内投手は甲子園で前の試合ではノーヒットノー
ランを演じていました。松坂大輔がブルペンで投
げていると、大阪人は「えげつない球 投げるや
っちゃなー。」ときました。聞くば最高のほめ言
葉とか。後日、NHKのドキュメントを観ました。
PL学園との激闘。PL学園の3塁コーチャーが松坂
大輔が投げると「行け行け、待て待て」と大声で
言っている。横浜高校のキャチャーが松坂大輔の
球が切れすぎるのでカーブの時に体をリラックス
させて微妙に揺れるのだ。行け行けが直球、待て
待てはカーブなのだ。松坂大輔も首をかしげる。
PL打線に何でこんなにも芯を食う当りを浴びる
のだろう。それを逆に横浜高校ベンチにいる控え
部員が気づいていく……。何よりもそのドキュメ
ントの圧巻はPL学園の三塁ランナーが本塁に走
りこむのに背中にボールが当るようにしたのを横
浜高校の三塁手と捕手はこれに対してフェイント
プレイでアウトにしたシーンです。これを連日、
猛練習していた点であります。実際、前年の神奈
川大会の決勝で失敗し甲子園を逃していました。
これは観ていてレベルがちがうなと。
その甲子園観戦で最大に印象に残った試合は、
宇部商業の1年生ピッチャー藤田君のサヨナラボ
ークでした。観戦していて一瞬何が起きたか判ら
ず。9回裏２アウト満塁。ジャッジした審判もエ
ライ。先輩たちが1年生ピッチャー慰めていまし
た。私は時々、息子に「宇部商業の藤田君の悲し
みに比べたら、今の幹人の悲しみなんか、なんて
ことないぞ。３万人の観衆の中だからな。」と使
います。すると私の息子も「そうだな。」とパッ
と顔が明るくなります。息子とは５年ごとに甲子
園に行っています。
5000チームが出場すれば、4999回の敗北という
ドラマがあります。スポーツキャスターの長嶋三
奈さんが高校野球を取材している番組「熱闘甲子
園」でのロッカールームなど収録を我息子・幹人
は真剣に欠かさずに観ています。若者たちが夢中

− ３ −

に応援し、熱中した経験。かけがえのない仲間た
ちがいること。監督から教わるエチケットやマナ
ー。武士道的な教育。ＩＴによるバーチャルな野
球ゲームでは得られない泥くささこそ大切と感じ
ています。松戸ロータリークラブでも教えてもら
い、感じ取る人間学、経営学。今年もクリスマス
例会を含めて残り2回の例会を残すのみとなりま
した。ご協力をお願いいたします。
三国会員の卓話より。電通の鬼十訓 ご参考まで。
一 仕事は、自分から創るべきで他から与えられ
るべきでない。目的完遂まで先手先手と前進
しろ。
二 目的は、巨大に総べて多きな物と取り組め。
喰いついたら死んでも放すな。
三 信念を、持て。出来ないと云うことはやらな
いからだ。持てる力を振り絞れば必ず出来る。
四 意欲を、開発しろ。そして周囲を引き摺り廻
せ。必ずついて来る。意欲の喪失は後退であ
る。
五 計画は、緻密に建てろ。すべての基盤は計画
にある。無計画は砂上の楼閣の如し。
六 自信を、持て。人として特質のない者はない。
それを十分に生かして遮二無二進めろ。
七 頭脳は、常に回転させろ。益々冴える。次か
ら次から創造と熟知が生まれる。
八 実践は、徹して遵守しろ。迫力も厚みも出て
人間を大きくする。
九 職責は、忠実に守れ。そして周囲の範たれ。
必ず信望を厚くする。
十 人生は、短い。決して油断することなく、情
熱を傾けろ。老朽して過去を振り返り、
あの日もっとやれば良かったと云うような
千載に悔いを残す人生を造るな。

点鐘 18：00
場所 松戸商工会議所 大会議室 ５Ｆ
柏西ＲＣ
・12月31日 は休会
・平成23年１月７日 は夜間例会に変更
家族新年例会
市川東ＲＣ
・12月14日 は12月19日 のクリスマス家族親
睦例会に変更
点鐘 16：30
場所 ホテルオークラ東京ベイ
・12月28日 は休会
・平成23年１月４日 は休会
・平成23年１月25日 は１月28日 の第１分区
ＩＭに振替
点鐘 16：30
場所 シェラトングランデ・トーキョーベイ
５．その他報告
特にございません。

ロータリー財団より感謝状とバッチ 伊原会長と小串会員

会員53名
出席46名
仮欠 7名
１．クラブ内、会議・連絡事
項等の案内
特にございません。
２．外部からの会議・連絡事
項等の案内
① 2011年ニューオリンズ
国際大会へのご登録の件
について
３．他クラブ会報・その他
特にございません。
４ 例会変更の連絡
松戸中央ＲＣ
・12月16日 は夜間移動例会に変更
点鐘 18：00
場所 聖徳大学 10号館 14Ｆ
・12月30日 は定款第６条第１節により休会
松戸東ＲＣ
・12月24日 の例会は12月22日 の
「チャリティオークション＆Xmas家族例会」
に変更

常盤

映彦君

本日出席率
渡辺
山本

剛様
忠明様

義務会員44名
義務会員41名
義務会員 3名
島村

善行君

免除会員 9名
免除会員 5名
免除会員 4名
川並

芳純君

93.88％
松戸東ＲＣ
松戸東ＲＣ

橋口和幸君／所用の為早退します。
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ニコニコBOX

当日￥ 1,000

累計￥559,000

財

当日￥ 4,205

累計￥ 86,075

団BOX

文責／浅井

