
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
［第 3グループ内の例会日］  狭山(金)、新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火) 

                   所沢(火)、新所沢(月)、所沢西(水)、所沢東(木)、所沢中央(月) 

第 918回(10月 16日)例会の記録  
 

点 鐘     若松泰誼会長  
合 唱     我らの生業 
第２副ＳＡＡ  東君、古谷君 
 

※出席報告 
会員数 出席者数 出席率 前回修正 
30名 27名 88.89％ 82.14％ 

 

  会長の時間         若松会長)

  ｢ひとさし指から奏で

る♪しあわせ」（新水社）

という本があります。 

これは20才の時、医療事

故で左手の人差し指以外

のすべての機能を失って

しまった坂中明子さんと

母親の浩子さんの壮絶な

生きる闘いを描いた作品

です。 

 これは宮崎での話なのですが、人差し指でメール

をしているという話を聞いた宮崎の小さな新聞社が

｢新聞にエッセーを書いてくれませんか？ あなた

の思いをいろんな人に伝えて欲しい｣と誘われまし

た。｢こんにちは｣、わずか5文字を打つのに10分ぐ

らいかかる。(現在37歳) 一つの原稿を書くのには、

体力と精神力の闘いになる。不安の中、明子さんは

決意をされました。エッセーは明子さんのご両親の

お友達に広がっていきました。 

医療事故からずっと坂中さん親子を支えてきた 

彼らは、その記事を食い入るように読まれました。 

なぜなら、言葉を発しない明子さんが何を考え、何

を思い、何に傷つき、何に悩んでいるのか みんな

知らなかったからです。 

 医療事故から5年後の2000年、まだ人差し指さえ 

動くことが解らなかった頃のこと。埼玉県にある

｢国立身体障碍者リハビリテーションセンター｣の 

ことを偶然テレビでみた母親の浩子さんが｢ここに

明子を入院させたい｣と思われました。 

 そこは回復可能な障害者が入院する施設で明子さ

んのような回復が極めて難しい障害者は入院できな

いのですが、知り合いの口添えで例外的に入院が認

められた。 

わずか2か月半の入院でしたが、そこで明子さんの

人生に大きな転機をもたらす二つの出来事が起きま

した。 

一つはセンターの医師らが全身麻痺の明子さん

の体の中で一つだけ動くところを見つけたことです。 

それが左手の人差し指でした。もし、そのセンター

に入院しなかったら彼女の人差し指が動く事を誰も

しらないだろうと思います。以来、人差し指のリハ

ビリが始まり、パソコンで自分の思い、自分の気持

ち、自分の意思を伝えることが出来るようになりま

した。 

 もう一つは、そのセンターで同室だった女性の息

子さんと出会い、恋をしたことです。２人の思いは

通じ合い、交際は明子さんが退院し、宮崎に帰って

からも続きます。周囲の人たちはみんな｢こんな恋愛

のカタチもあるのかい・・・｣と感慨深く見守り続け

ます。 

この明子さんのエッセーは

父親・喜明さんの同窓会で話

題になります。エッセーを読

み、涙を流した友人の一人が

｢これを本にしようや」と提案

をされました。定年退職をし、

老後はのんびり過ごそうと思

っていた男たちが新たな夢を

持ちました。 

 本を出すにはどうしたらよいか、何度も集まりを

持ちました。本が出来上がってからは書店や知り合

いを訪ね、一生懸命本を売り歩きました。高校を卒

業して以来、４０年以上も温めてきた親父たちの友

情がそこにありました。 

 この本を読んだ方たちの感想を読みました。 
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皆さんが障害者の自立について考えが１８０度変わ

った。障害者は自立できないから支援が必要なので

はなく、支援さえあれば自立できるのだということ。 

それは健常者も一緒でしょうか。みんな誰かに支え

られながら自立しているんですよね。 

 明子さんは今、親元を離れて宮崎市で一人暮らし

を始めました。 

｢ひとさし指から奏でる♪しあわせ」は宮崎日日

新聞出版文化賞を受けられ、坂中明子さんは日本青

年会議所主催の｢人間力大賞｣(２００８年）を受賞さ

れました。 

今回のノーベル賞山中教授の発明が明子さんの

病気に効かないか密かに期待しているところであり

ます。そんな画期的な薬が早く発明されるといいで

すね。 

 
 

  幹事報告                稲見幹事 
1. 受贈会報 入間RC 
2. ハイライトよねやま(１５１) 
 先ほどの会長の話はいいお話でした。私も所沢に

あるリハビリセンターには良く行きました。何故か

と言うと、兄が倒れた時にリハビリに通ったのです

が、みんなが一生懸命やっているのを見て、やはり

健常者でいられるのが良いなと思いました。 
今週末はフリーマーケットです。会長もおしゃって

いましたけれども、2 年越しですので、出来るだけ
大勢の方に参加して頂いて、楽しく一日を過したい

と思っております。ご協力よろしくお願い致します。 
 
 

  委員会報告    
社会奉仕) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 小島委員長)

大生病院で行なわれます、地域交流フリーマーケ

ットがいよいよ今週の土曜日となりました。今年は

品物の他に、豚汁・お赤飯・きのこおこわ・オレン

ジシフォンケーキを販売いたします。 
当日、品物の搬出をお手伝いして頂ける方は、午

前 8時までに事務局へお願い致します。他の会員の
方につきましては、午前 9時までに会場の方へお集
り下さい。なお、豚汁等、販売のお手伝いをして頂

ける方は、エプロン・三角巾をお持ち下さい。よろ

しくお願い致します。 
 
 
Ｒ情報・雑誌) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 守屋委員)

【横組】 
3 頁に写真が載っておりますが、恐らく来年のロ
ータリー国際大会の宣伝になっているのだと思いま

す。私共のクラブで、国際大会に行かれた方はあま

り多くはないと思いますが、たまにはどなたか参加

されると面白いと思います。今度はポルトガルのリ

スボンで行われますが、ポルトガルに旅行で行かれ

る方はほとんどいないと思いますので、このような

機会に団体の勢いで行き、ロータリーの世界大会を

一度は体験されると良いのではないかと思います。

ちなみに私は、会長になった年の前後に 2度ほど参
加致しました。1 度はカナダの西側、2 度目はスコ
ットランドに行きました。イギリスは北から南まで

バス旅行を致しまして、それなりに面白い思いを致

しました。 
22頁に｢Discover Lisbon｣という題でリスボンの
記事が載っています。リスボンの港にある砦のよう

な、銃眼が開いていて、上の方には盾がある、かな

り歴史的な建物が写っております。また 24 頁の上
の方には、タイルに描かれた昔のリスボンの港、そ

の下に現在の港の写真がありますのでご覧下さい。 
26頁には、旧市街と申しますか、リスボンの昔の街
並み、目抜き通りが出ております。夜、黄昏の景色

だと思います。かつてポルトガルはスペインと世界

の海を競い合いまして、実際には大西洋を 2つに分
け、両方の国で分けあう相談をしたという話もあり

ます。できれはどなたか行って頂くと宜しいのでは

ないかと思います。恐らくロータリーの友等の雑誌

に広告がでると思いますので、ご紹介致します。 
1 頁、今月が職業奉仕に当たりますので、この紹
介を巻頭言でしております。今期は埼玉県出身の田

中作次さんが国際ロータリーの会長をされておりま

す。日本人で滅多に国際ロータリー会長になる方は

おらず、この方は日本では第 3番目になります。他
にかつて 2人、日本人の会長になった記録がござい
ます。1人目は第 60代目、東京クラブの東ヶ崎潔さ
ん、この当時は国の数が 143あったそうです。2人
目は 74 代目、大分県の中津ロータリークラブ、向
笠廣次さんです。私がこの会の会長であった時に、ち

ょうどガバナー訪問で向笠さんのお話を紹介したことを

覚えております。向笠さんはもともと精神科の医師でし

て、RI の会長になった時は中津で開業されておりまし
た。その前は、精神科の治療法に電気療法というも

のがあるのですが、それを開発された先生です。こ

の方はかなり努力をされて、ロータリーの会長を 1
年務めすっかりくたびれ、間もなく亡くなったと伺

っております。そして 3人目が今年の会長、田中作
次さんです。この方は埼玉県の方なので、皆さんご

存知の方もいらっしゃるかと思います。文章を読ん

でいますと、バランスのとれた、しかし会長を引き

受けるということは並々ならぬことですので、そう

いう意味では前向きな方なのだと思います。文章を

読む限りでは、それほど個性的なことは書かれてお

りません。最初はご自身の職業奉仕の体験を書かれ

ております。 
先日、日韓親善の大会が開催されたようですが、



その時にRIの会長がスピーチを致しました。36頁
に記載されておりますが、ノーベルのお話をされま

した。ノーベルとはダイナマイトの発明者で、ダイ

ナマイトを発明したために、色々な戦争、悲劇が起

きました。その時にかなり有名になったのですが、

ノーベルのお兄さんが亡くなった時、ノーベル当人

が亡くなったのだと世間の人は間違え、色々な悪口

を言うようになりました。ノーベルとは生きていな

がら、自分の死んだ時の評価をそこで受けることに

なりました。その後自分の今まで行ってきたこと、

ダイナマイトを発明したことにより大勢の人に不幸

をもたらせたことを反省し、今までの罪を自分で償

おうと、ダイナマイトによって自分が勝ち得た多額

の資産を平和のために使おうということで、ノーベ

ル賞を作ったということが書かれております。 
皆さんにもご一読頂ければと思います。 
 
 

「会員卓話」・・・・・・・・ 

『イニシエーションスピーチ』)  

  東  雅彦 会員 

まず、入会に当たりましての所信表明をさせて頂

きたいと思います。 
狭山中央ロータリークラブ 20 周年というこの節
目に、クラブの一員にして頂いたことを心から感謝

致します。 
10年前、妻の美栄が会員となり活動に参加させて
頂いていた頃、私はまるで他人事のようにほとんど

興味を持っておりませんでした。ただ、家族同伴の

例会への参加であったり、個別に仕事を通してお付

き合いさせて頂く中で、クラブが社会奉仕を第一に

掲げる中、その｢心｣、その｢精神｣をとても大切にさ

れているところに共感しておりました。 
古谷パスト会長のお誘いにより、このような人生

の大先輩であり、この地域を代表する名士の方々と、

こうして同じ時間を平等に共有出来ることは素晴ら

しいことであり、また無限のチャンスを感じており

ます。私も狭山中央ロータリークラブの会員として

の自覚を持ち、是非とも社会に奉仕、貢献していき

たいと思っております。 

今後とも先輩方々に従い、そして皆様と共にクラ

ブを盛り上げていく所存であります。何卒宜しくお

願い致します。 
次に私のプロフィールをお話させて頂きます。 
私は生まれてから高校まで、信州・長野は松本で

育ちました。 
自分の進路を決めた一つの出来事として、幼少か

ら美しいフォルムをした東家の三重の塔のお墓を見

てきまして、のちに中学の修学旅行の奈良法隆寺の

五重の塔を見た時、ビビッときて感激し、仁王立ち

してしまいました。東家の墓と法隆寺の五重の塔が

ダブり、こういう建物を自分の手で建ててみたいと

強く思いました。そして興味を持ち、建築の道を選

びました。それから大学、そして建設会社では建築

設計一筋で歩んで参りました。 
さて、小さい頃は割合おとなしい性格だった私で

すが、小学校 5年生になり、友人の勧めでリトルリ
ーグに入りました。長髪だった私は、突然五分刈り

にして家に帰ったところ、父は｢世く決断した｣と、

当時 5千円をくれました。よほど嬉しかったのでし
ょう。その時の場面をよく覚えています。 
野球は、高校を除く小学校 5年から大学 2年まで
やりました。6 年の時は、長野代表・松本東リーグ
のキャッチャーとして全国大会に出場し、3 位にな
りました。準決勝の相手は、東京代表・調布リーグ

で、ピッチャーは現在ヤクルトピッチングコーチで、

早実・ヤクルトで活躍した荒木大輔でした。球があ

まりにも速くて、なかなかバットに当たらずノーヒ

ットノーランされ、格の違いを見せつけられました。

彼は優勝し、世界大会でも優勝しました。今までの

人生の中での、私のささやかな自慢話です。 
次に、大学でも野球部でキャッチャーをやってい

ましたが、バックネット裏は弓道場でした。練習中

も、横を通る袴を着た多くの女子たちから｢東君、弓

道部に入って｣という甘い誘いが何度もあり、それに

まんまと乗り、男子部員の少ない弓道部に一つ返事

で部長として入部しました。 
妻の美栄とは大学が一緒ですが、実は同じ弓道部

で知り会ったのです。彼女は全くの幽霊部員で、飲

み会の時だけ来るという人間でした。性格はあの頃

から、明るくて天真爛漫ではありました。お互い社

会人になり、大学卒業後 6 年経って再会しました。
私がゼネコンを辞め、独立して設計事務所を構える

ために、大学院を受験する時でした。彼女は前田病

院の継承・繁栄のために、医師の後継ぎを探してい

たはずです。何の因果か、神の悪戯か、私を選び、

親に反対されながらも、それから結婚して 17 年が
経ちます。（今は反対されていません。） 
彼女は二人姉妹で、次女は医師です。妹はグロリ

ア会を継がず、池袋でクリニックを開業し、医師で

ない美栄が継ぐことになりました。複雑な話ではあ

ります。 



私は、事務所を立ち上げる準備は着々と進んでお

りました。そんな中、平成 11年 3月、前田病院の
事務長が辞めることになり、後がまがいないという

ことで、私に白羽の矢が立ちました。当時、義理の

父の前田病院・前理事長前田栄章に｢お前、来い｣と

一言だけ言われました。建築の資格はいつでも使え

るだろうと封印し、承諾しました。本音は、「怖くて

断れない」でした。何しろ顔はヤクザみたいでした

から…。しかし医師としては日夜身を粉にして、赤

ひげ先生のように医療をしていたのを見ていました

ので、とても尊敬できる人でした。 
それからの私の人生のレールは全く違う方向に

向かっていきました。しかし役を受けた以上は全う

したいと思い、簿記の専門学校と医療事務の学校に

通い、見よう見まねで始め、それから 13 年が経ち
ました。病院の仕事と一言で言いましても、事務長

の仕事は、経営管理・財務管理・人事管理・施設管

理等ありますが、縁の下の力持ちの雑用係りでもあ

ります。 
病院を運営する中で一番大変、かつ重要なのが人

事管理です。国家資格を持つ医師や看護師が多くの

人間を占める中、彼らは自己主張が激しく、多種多

様な人格の持ち主もたくさんいるので、扱い難い面

が多々あります。ただ、病院理念のもと、目標・目

的をしっかり持って、患者様・地域の皆様のため、

日夜精一杯熱血に頑張っております。 
私は直接患者様と触れ合う機会はほとんどあり

ません。ただ毎日、朝は全ての患者様のところを周

り、挨拶をしています。またリクレーションの時に

も、時々参加をします。今回皆様の似顔絵を描かせ

て頂きましたが、病院においては毎月患者様の誕生

日には一人一人心を込めてプレゼントしております。

以前は病院スタッフの誕生日に、理事長はメッセー

ジ、事務長は似顔絵を描いてプレゼントしておりま

したが、思ったより評判が良かったので、患者様に

喜んで頂こうと始

めました。男性は

リアルに、女性は

10 歳以上若く描
くことを心掛けて

おります。 
会員 30 人の方々
の似顔絵は、左上

から入会した日の早い順で描かせて頂きました。俺

似てないよと言われる方もいるかも知れませんが、

お許しください。 
ここで、私が経営する上で最も影響を受け、師と

仰ぎ、いくつかの著書も自分のバイブルにさせて頂

いている人を紹介します。 
それは稲盛和夫さんですが、皆様もご存知だと思

われます。私の中でバイブルともいうべき｢成功への

情熱｣という本の中には、人生に対しても、またビジ

ネスに対しても｢情熱」が大切であることを教えてく

れます。ここでは情熱、すなわち「PASSION」と
いう言葉のイニシャルを使った経営七か条を紹介致

します。 
P：PROFIT 
すなわち利益。売り上げを最大限に伸ばし、

経費を最小に抑える努力を継続する、利益は

追うものではなく、努力の結果として生じる

ものと言っています。 
A：AMBITION 
すなわち願望。自分の会社をどのように経営

していきたいのか、強い願望と明確なビジョ

ンを持たなければならないと言っています。 
S：SINCERITY 
すなわち誠実さ。成功できるリーダーは、誠 
実さと相手への思いやりが必要です。｢誠実 
さ」は「信頼」を生み、「信頼」は「尊敬」を 
生むと言っています。 

S：STRENGTH 
すなわち真の強さ。正しいことを行う勇気と、

自己犠牲を持つ勇気を持つことが真の強さに

つながると言っています。 
I：INOVATION 
すなわち創意工夫。昨日よりは今日、今日よ

りは明日と、自分の創造性を発揮し、常に改

良改善を続けることと言っています。 
O：OPTIMISM 
すなわち積極思考。どんな困難な状況の時も、

いつも明るく、前向きに夢と希望を抱きなが

ら素直な気持ちであることと言っています。 
N：NEVER GIVE UP 
すなわち決して諦めない。誰にも負けない努

力をする、諦めずに強い信念を心に持ち続け、

たゆまぬ努力をしてくことと言っています。 
この PASSION「情熱」という言葉が、私は大好
きです。情熱が成功につながると実感しています。

私はこの七か条を、いつも頭に入れています。これ

からもビジネスだけでなく、人生においてもっとも

っと心を高め、素晴らしい人生を歩んでいくために

感謝しながら、情熱を持って生きていきたいと思っ

ております。 
最後に｢グロリア会｣の概要をお話致します。 
私は現在、医療法人社団グロリア会前田病院に勤

めております。昭和 52年に設立し、この 10月に丸
35年を迎えたので、今は 36年目となります。診療
科目、外来は、内科・循環器内科・消化器内科・消

化器外科・外科・整形外科・皮膚科・アレルギー科・

リハビリテーション科となります。 病棟、ベッドは、
医療療養型病床 66 床です。そのほかに在宅部門と
して、24時間対応の訪問介護ステーション、相談業
務、これも 24 時間対応ですが、在宅介護支援セン
ター、訪問介護のホームヘルプサービスを併設して



おります。 
当院の理念は、「安心の医・安全の食・安息の住」

を提供することです。 
医療養型病床 66 床というものが非常に分りにく
いと思いますので説明をさせて頂きますが、66ベッ
ド医療保険適用の療養型病床といって、急性期病院

(病気の最も重篤な、重い時期を受け持つ短期入院の
病棟を持つ病院)と違って、患者様一人当たりの看護
師・介護士の数は多く、医療を施しながら看護・介

護を中心とした長期に渡り療養を必要とする方々に

入院して頂く、慢性期病院という区分になります。 
以上が前田病院の概要となります。 
本日は貴重なお時間、ありがとうございました。 
 
 
 
               
 
 

 
 
若松君 東さん、イニシエーションスピーチよろし

くお願いします。吉松パスト会長さん本日

の卓話よろしくお願いします。 
稲見君 東会員、イニシエーションスピーチ楽しみ

にしています。 
東 君 本日は私のイニシエーションスピーチです。

皆さんに自分のプロフィールをお伝えしよ

うと思います。よろしくお願い致します。 
江原君 吉松パスト会長｢消費税について｣の話し大

変興味深いです。東会員、イニシエーショ

ンスピーチ楽しみにしておりました。よろ

しくお願い致します。 
古谷君 前回、欠席致しました。 
寳積君 東さんのイニシエーションスピーチ楽しみ

にしていましたが、私の似顔絵は気に入っ

ていません。 
栗原(成)君 これから上尾に行きます。早退してご

めんなさい。 
益子君 東会員、イニシエーションスピーチご苦労

様でした。これからもよろしくお願いしま

す。 
小幡君 狭山リトルシニア、関東大会に於いても勝

ち進み、来年 3月大阪で開催される、日本
選手権出場の権利を得ました。 

奥富君 東雅彦様今日の卓話よろしくお願いします。 
小澤君 今週のフリーマーケット当日、｢高校の関東

同窓会の活動停止総会｣と｢有志の会の結成

会総会｣が開催されますので、恐縮ですが、

マーケットへの参加を宥怒させて頂きます。

活動費にお役立て下さい。 
 

               
 
 

       お 知 ら せ 
 
   １１月６日(火) 
 
     第３グループ 
      平岡達也ガバナー補佐訪問 
 
 
   １１月１３日(火) 
 
     国際ロータリー第２５７０地区 
      鈴木秀憲ガバナー公式訪問 
 
    
 
   １１月２０日(火)～２１日(水) 
 
     家族同伴親睦旅行(東北方面) 
 
 
   行事が続きますが会員皆様のご協力 
   よろしくお願い致します。 
 
 
 
             幹事 稲見 淳 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


