
 

 
第 2095 横浜港南ロータリークラブ週報 
2017．10．4．[水]  第 2323回例会報告 
 
◎司 会              海野俊彦ＳＡＡ委員 
◎ロータリーソング  『君が代』『港南友愛の唄』 
◎ソングリーダー       山田勝康合唱委員長 
◎出席報告            山田哲也出席委員 

会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

36(7)名 30(7)名 83.3% 85.7%  84.6% 

（  ）内は出席免除会員数 

メークアップ 

9/14 親睦委員会炉辺会合 

    北見丈治会長 大越雅也幹事 尾形達也会員 

    青柳民朗会員 大井和子会員 瀧文博会員 

    民谷佳子会員 根本雄一会員 樋口一樹会員 

10/2 理事会      

    北見丈治会長 大越雅也幹事 阿曽輝彦会員 

    大橋三郎会員 大井和子会員 瀧文博会員 

    橋浦重己会員 宮下賢会員 

公式出席 

9/14 ロータリー財団セミナー    平山滋也会員 

9/22 クラブ社会奉仕委員長会議   瀧 文 博 会 員 

9/28 米山記念奨学委員会   佐々部宣宏会員 

９月ホーム１００％ 

    青柳民朗会員 阿曽輝彦会員 市川敏明会員 

海野俊彦会員 大井和子会員 大越雅也会員 

大橋三郎会員 小後摩重正会員 北見丈治会員 

 坂巻照代会員 櫻井富雄会員 高栁良作会員 

 西山俊雄会員 根本雄一会員 樋口一樹会員 

    橋浦重己会員 福嶋昭会員 宮下賢会員 

     
◎親睦委員会(今週のお祝) 樋口一樹親睦委員 
＊会員記念日祝   山田哲也会員(１０日) 

 ニコニコボックス本日合計  ４５，０００円 

ニコニコボックス 累 計 ４７１，０００円 

 
◎米山チャリティボックス   

高栁良作米山記念奨学委員長 
 坂巻照代会員  佐々部宣宏会員  橋浦重己会員
宮下賢会員  ４名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計    ４，０００円 

米山チャリティボックス累計   ６９，０００円    

 

◎会長報告            

①先週の創立記念家族例会に出席して頂いた皆様有

難うございました。尾形親睦委員長はじめ委員の皆

様お疲れ様でした。 

②阪神タイガースはお陰様で９月３０日の東京ドームで

読売戦に勝利し、シーズン２位が確定しました。１０

月１日は読売が負けて横浜ＤｅＮＡが勝ち、セリーグ

の順位も確定し、クライマックスファーストステージ・

ファイナルステージが行われます。 

③９月末日で、吉冨会員より退会届が提出され理事会

で承認されました。 

④次年度青少年交換留学生の応募があり、理事会前

に面接をしました。留学生を出した場合、受け入れを



行うようになります。留学生の受け入れ順番に関わ

らず、当クラブでも最低半年間はお世話をしますので、

その場合は宜しくお願い致します。 

⑤今日は何の日 

  １０月４日はプロ野球選手の仁志敏久さんの誕生日

です。茨木県内で硬式ボールが盗まれた２校に、仁

志投手がボールを寄付したという事です。 

⑥第 2094号週報の訂正をお願いします。 

  P1 10行目 会員記念日祝 

  櫻井会員（11/3） 正  櫻井会員（10/3） 誤 

  

◎幹事報告             大越雅也幹事 

① 理事会報告を致します。 

・ 親睦委員会より、今日から旅行の集金をします。出

席の方・欠席の方は交通費、セブＲＣ歓待費用の寄

付にもご協力お願い致します。 

・ 先日行ったクラブ奉仕委員会のアンケートについて、

当日欠席された方に本日お配りしますので、後日提

出して頂きますようお願いします。 

・ 次年度クラブ活動計画書ページ削減について、出席

一覧や米山寄付について、近年分のみにし、空いた

部分にクラブ細則・定款を掲載することを今年度中に

決めることになりました。 

・ 地区大会時にロータリー子供美術展がありますので

出品をお願いします。提出期限は１０月３１日です。

お子様やご家族、会員の皆さん宜しくお願いします。 

・ 記念日一覧表を回覧しますので、ご確認下さい。 

 

◎委員会報告    
①プログラム委員会           阿曽輝彦委員長 

１０月１８日（水） 佐々部会員 米山 DVD上映 

１１月 １日（水）・林田会員 

          ・次年度理事発表 

      ８日(水) 休会→１１日地区大会に例会変更 

    １５日(水) 山田(勝)会員 

２２日(水) 上杉会員『ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ』 

    ２９日(水) １８：３０～馬車道 『十番館』 

                  夜間移動例会 

２月２１日（水） 平山会員 

② 大岡川クリーンアップ        山野井正郎会員 

  １０月７日（土） 時間 ９：３０～ 

場所 笹野橋公園 大岡川清掃 

ペットボトル競争 

  皆さん是非おいで下さい。 

 

◎ 『イニシエーションスピーチ』 豊場建伍会員 

 

 
 
 
 
 
本日は私の卓話の番ですが、特にお話することがご

ざいません。そこで以前お話したイニシエーションスピ

ーチをもう一度この機会にしてみようと思います。 

 昭和２１年２月１日、南区大岡町で生まれました。 

小学校は大岡小学校です。後に分かった事ですが、ロ

ータリーに入会させて頂いてから、時々故青柳邦郎会

員のご自宅に遊びに寄らせて頂きました。その時、今

の青柳民朗会員は中学１～２年だったと思います。青

柳会員のおばあ様がご健在で、その当時、私がよく遊

んでいた校庭のブランコ・すべり台・ジャングルジム・鉄

棒等の遊具は、おばあ様が大岡小学校のＰＴＡ会長を

されていた時に、青柳製作所から学校へ寄付をされた

ものだとおばあ様からお聞きし、何か不思議なものを感

じました。 

小学校の絵の先生は日本画の片岡球子先生でした。

たまたま私の友達の家に下宿されていた関係で、その

友達の家に遊びに行った時に、時々先生の絵を見せて

頂きました。その頃の絵は彼女の独特な赤富士のよう

なものではなく普通の日本画でした。しかし、今思うと１

枚でももらっておけばよかったと思います。また、今で

は日本を代表する日本画の中島千波が３年の時同じク

ラスに転入して来ました。絵の才能だけはダントツで、

こちらがリクエストした絵のどこの部分からでも書き始

めることが出来るのです。聞いてみると頭の中に、既に

絵が完成しているので、どこからでもそれをなぞってい

くだけだと言っていました。生まれながらにして持ってい

るものなのだと感じました。 

中学は慶應義塾の中等部に入ることが出来ました。

大岡小学校は古い学校でしたが、慶應に入ったのは 2

人目で、６～７年前に１人入られたと聞きました。これも

後で分かったのですが、1 人目は横尾さんでした。これ

も不思議な縁を感じます。 

中学での部活は山岳部に入りました。 夏・秋は登山。

冬・春はスキーという感じでした。登った山は槍ヶ岳・白

馬岳・乗鞍岳・燕岳に登りました。卒業後、数年後に八

木先生が中等部講師として勤務されました。 

高校になりますと慶応の普通部と高校から入学して

来た人と一緒になり、１学年８００人くらいになります。 

同級生の中に東映の大川博、美容家の山野愛子、ＮＨ



Ｋアナウンサーの高橋圭三、相撲の双葉山、プロレス

の力道山、女優の小暮実千代などの息子がおりました。

小暮実千代さんが呼び出され教室の前に立っているの

をよく見ました。同じクラスにゴルフ解説者の戸張捷・中

曽根元総理の息子参議院の中曽根弘文がいました。

席順が名簿順でしたので、私の前の席が戸張、後ろが

中曽根でした。  

ある時友人に誘われて、その人のお父様がやってい

る鬼怒川ゴルフクラブに遊びに行く機会を得ました。そ

の時はゴルフをやったことがなく、お客様も殆どおりま

せんでしたので、好き勝手に遊んでいました。そのうち

次第におもしろくなり、ゴルフに夢中になりました。これ

が私のゴルフとの出会いです。 

大学は商学部に進みました、当時、友人が旧保土ヶ

谷カントリーにアシスタントとして勤めていた関係で、夢

中になっていたゴルフをしに、ゴルフ場が休みの日には

よく行かせて頂きました。その頃の保土ヶ谷カントリー

にはアシスタントが１０数名おりまして、その方達とご一

緒させて頂き、又、いろいろと教えて頂きました。アシス

タントの中にはプロになった田中文雄さんと吉武さんが

おりました。私の中ではその頃かなり上達したと思って

います。後から考えてもこの頃がピークだったのではと

思います。それでもアシスタントの人たちには全然歯が

立ちませんでした。殆どの人がプロになれないし、後に

プロになったお二人は飛び抜けていたのですが、それ

でもプロテスト合格には数年を要した訳です。ゴルフは

上には上が、更に上には上がいるということを痛感しま

した。 

大学４年の頃、保土ヶ谷カントリーが移転することに

なり、私の友人もプロをあきらめることになりました。こ

の頃自分も就職活動をしなくてはならない時期でした。

就職活動の結果、マイカイ貿易という主に工業用ダイ

ヤモンドを輸入する会社に内定を頂きました。当時は

田中角栄首相の日本列島改造論に乗って凄い勢いで

成長している会社でした。入社に際して、先ずアメリカ

に２年間留学し、ＭＢＡ (経営学修士)の資格を取って

来い。そしてたくさんの人とコンタクトして来いという今

では考えられない条件でした。あとは卒業を待つばかり

という時に、私の家で問題が起きました。私の家は京

急杉田駅の駅前で、杉田歯科医院という名で歯科をや

っていました。杉田にはＩＨＩ石川島播磨重工業、日本飛

行機、日本発条等沢山の会社がありまして、その頃は

まだ根岸線が通っていなかったこともあり、ほとんどの

人が京急を利用する関係で、かなりの数の患者さんが

来院されていました。医院長の兄と６～７人の勤務医の

先生とで当たっていました。その兄が突然、院長やめて

独立すると言い出しました。 

兄は保健に縛られない自由診療をやる。そのために既

に戸塚に全て用意してあるという事で、結果その通りに

なりました。父は歯科医師ではなかったので、勤務され

る先生方を補充するつてがありませんでした。その結

果、お前が歯科大へ行け。又、６年間大学生活を楽し

んで来いと言われ、急遽歯科大に向かうことになりまし

たが、そのあとが大変でした。マイカイ貿易にその旨を

伝えに行った所大反対されました。というのも社長は私

と全く逆で、大学ははじめ歯科大に入り資格を取りまし

たが、本人曰くこれからは歯科医師よりもっと大きくやり

たいことがあるということで、それから慶応の経済学部

に進んだ方なので、これから歯科大に行くなど絶対に

ダメだと言われ続けました。社長のお父様は私が進もう

としている日本歯科大学の学長中原実先生がフランス

に留学され、そこで博士号をとられた際に面倒を見られ

た方なので、お父様を通して学長にお声がけをして頂

きたいというお願いが併せてあったものですので、何回

もお願いに上がりました。結果、最後には、根負けされ

て学長に話を通して頂けることになり、学長推薦を受け

れることが出来るようになりました。 

昭和５４年慶応大学を卒業しました。日本歯科大学

の入学に際して、現役の受験生とはハンディがあること

を考慮して頂き、これだけの点数は取ってもらわないと

ダメだと提示されましたが、どうにかギリギリでクリアし

て入学することが出来ました。良い時代でした。その後

このような制度はなくなりました。  

入学した時には、小学校の同級生が５年生に、その

弟が３年にいるということもあり大きな顔をしていまし

た。 

部活はゴルフ部に入りました。週２回の玉打ち、週２

回の陸上トレーニング、部員数は約６０名ほどでした。

しかし、実際には玉打ちに来てもトレーニングには出て

来ない人がかなりいて、これが普通なのだというムード

がありました。思い切って、これでは同好会だ。部という

ならトレーニングもやらなくてはだめだと苦言を呈しまし

たところ、うるさいのが入って来たということなのでしょう。

その後、上の学年の殆どが辞めてしまい、２５名くらい

になりましたが、部らしくなりトレーニングや合宿が部活

の中では１・２を争うような厳しさと言われるほどハード

なものでした。それにより、第一回のオールデンタルと

いう全国の歯科大の運動部が年に一回集まり試合を

するという競技会が始まり、その年に日本歯科大のゴ

ルフ部は優勝することが出来ました。その後６年連続

団体戦で優勝しました。これはオールデンタル始まって

約５０年になりますが、全ての競技の中でも６連覇した



のは、その時の日本歯科大学のゴルフ部だけでありま

す。レベル的には学連に加入していないのでわかりま

せんが、多分ＤかＥクラスというレベルです。皆で歴史

を作ったと思っております。個人的には１年の時が優勝、

２年は３位、３年はちょっとしたことがあり１６位、４年は

６位、５年は８位、６年は１２位と、ゴルフの腕はどんど

ん下がっており、今でも下がり続けております。ちょっと

した事とは、２年のオールデンタルが終わった頃、杉田

歯科医院を手放す事態になり、私は歯科医師として仕

事を自らしなくてはならなくなりました。私は同期より４

年年上の為、４年遅れることになり、人より早く仕事を

覚える必要があると思い、ゴルフばかりやっていられな

いので退部を申し出ました。 しかし、どうしても認めら

れず、とりあえず休部という形になりました。それから早

く仕事を覚えるために、放課後先輩の歯科医院に毎日

行きました。休部しておいてゴルフをやるのはまずいの

で、１年間道具を封印しました。３年になりオールデンタ

ルに選手が足りないから出てくれということになり、１年

ぶりにゴルフ部に再入部しましたが、言い訳がましいの

ですが、もう元には戻りませんでした。  

昭和４９年日本歯科大を卒業し２年間の研修を兼ね

て勤務医として勤め、昭和５１年、現在の港南台に豊場

歯科医院を開設し現在に至っております。家族は妻と

子供３人の５人家族です。 

ロータリー歴は昭和５４年、初代会長の私の大先輩

の高梨先生からロータリーに入れと言われ、ロータリー

が何なのか全く分かりませんでしたが、逆らう事は出来

ませんので、いつどこに行けと言われ、言われるままに

行ったところ、そこには田中長之助会員と杉本真哉会

員がおられました。多分それが入会に当たっての審査

だったのだと思いました。そして入会を許されて現在に

至っております。ロータリー歴３８年になります。  

以上で私のイニシエーションスピーチとさせて頂きま

す。本日は有難うございました。 

 

◎ ニコニコボックス      樋口一樹親睦委員 

北見丈治会長 

今シーズンの公式戦も残すところ中日２試合、あと

はクライマックスを勝ち上がり、日本シリーズで日

本一を目指すのみとなりました。残りの試合は純

国産打線で戦います。 短い間でしたがキャンベル、

ロジャースお疲れ様でした。先週は３勝１敗１分で

したので３勝分です。  

大越雅也幹事 高森政雄会員 笠原孝雄会員  

八木禧昭会員 上杉順一会員 宮下賢会員 

福嶋昭会員 小後摩重正会員 

豊場会員の卓話を楽しみにしております。 

山田哲也会員  

結婚記念日祝いを頂きまして有難うございました。 

橋浦重己会員 

先日の「大八秋の感謝祭」にご来場いただきまし

たロータリアンの皆様有難うございました。お陰様

で大盛況で終わることが出来ました。 感謝の印に

ニコニコに入れさせていただきます。 

豊場会員の卓話を楽しみにしております。 

海野俊彦会員 

秋らしくなって来ました。健康にご留意下さい。 

豊場会員の卓話楽しみにしております。 

市川敏明会員 

豊場先生の「高尚な卓話」楽しみです。  

西山俊雄会員 

次週の自分の卓話楽しみです。 

坂巻照代会員 

明日から東北温泉めぐりに行ってきます。水が大

好きです。 

豊場会員の卓話楽しみにしております。 

細井順子会員 

９月は異動の発令等あり、三回もお休みしてしま

いました。申し訳ありません。すっかり秋めいてま

いりました。下期スタート、今後もよろしくお願い致

します。 

豊場会員の卓話を楽しみにしております。 

平山滋也会員 

移動例会の折には結婚記念日のお祝いを頂き有

難うございました。 

豊場先生の大きな声の卓話楽しみにしています。 

天野憲二会員  

八木先生、先日は女房の誕生日祝いを頂き有難

うございます。 

佐々部宣宏会員 

   １０月１日に櫻井さん、宮下さん、根本さん、デル

バさん、佐々部でダイビングに行ってきました。  

次回は是非、大越さん、坂巻さん、瀧さんも参加し

てくださいね。 

豊場会員の卓話を楽しみにしております。  

櫻井富雄会員  

佐々部さん、宮下さん、根本さん先日は有難うござ

いました。これからはゴルフよりスキューバダイビ

ングですね。９月２６・１０月１日の伊豆大瀬崎は楽

しかったです。 

豊場会員の卓話を楽しみにしています 

 

◎次週の予定 

 １０月１１日(水) ・西山俊雄会員 

             ・会長ノミニー発表 

◎会報                宮下賢会報委員 


