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第１７９３回例会       平成３１年１月１６日(水)         

例会場  アルカーサル迎賓館川越 

  

【 司 会 】           SAA 平山実 君 

 

【 開 会 点 鐘 】 １２：３０     宮前典子パスト会長 

  

【 会 長 の時 間 】          宮前典子パスト会長 

（平成 28年度会長） 

 本日は、山中会長が県

外視察に出かけていらっし

ゃいます。直前会長の鴨

下さんもお仕事が入り都合

がつかないとのことですの

で、直前のさらに直前の私

が代理を務めさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

 たった 4か月の「平成 31年」が始まりました。ネットや週

刊誌では新元号の話題でもちきりですが、漢字で栄と愛、

イコールＡＩ（人工知能）ともじったりするなどして、大喜

利のように予想を楽しんでいるひともいるかもしれません

ね。高度情報社会にとっくに乗り遅れている私としては、

せっかくだから元号もＡＩに考えてもらったら、などと考え

てしまいます。 

私事ですが、昨年の私は手術ばかりでした。入院中は

本人確認と称して、手術前、服薬、点滴、採血など事あ

るごとにいちいち生年月日を確認され、そのたびに西暦

と元号のどちらで答えようかと迷いました。その時に改め

て、日本では、西暦と元号（げんごう）の２つがあるのだと

実感したのですが、このように二通りの暦を使うのは世

界でも日本だけだそうです。まさしく元号は日本の文化

なのですね。 

さて、前置きが長くなりましたが、会長の時間はロータリ

ーに関することをお話しするようにと言われていますので、

地区の社会奉仕部門ブライダル委員会のことをお話しし

たいと思います。私は当クラブより地区役員として出向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し、今年で 10年目となります 

ブライダル委員会は、社会奉仕部門に属する委員会で

す。1985 年、川口ロータリークラブの田中ガバナー年度

のときに誕生しました。埼玉がまだ 257地区という１つの 

地区であった頃です。その後、2 地区に分かれ一時中

止していましたが、2007 年、第 2570 地区の石川ガバナ

ー年度で再スタートし、今年で 12 年目になります。ロー

タリアンの独身のご子息、ご息女、一名以上のロータリア

ンが推薦された方のお相手を見つけたり、結婚のきっか

けを作ることを目的とした活動を行っています。 

これまでブライダル委員会は、年に二回のパーティーと

月に一度の相談会を通じて、数多くのカップルを誕生さ

せてきました。委員会の活動そのものがオープンではな

いので、皆さまには分かりにくいところがあるかもしれま

せんが、私個人としては、縁結びというのはもっともロー

タリーらしい活動のひとつだと信じていますので、ブライ

ダル委員会に大きなやりがいを感じています。今年もブ

ライダル委員会の素晴らしさをPRし、もっと多くの推薦を

募り、活動を盛り上げたいと考えているところです。 

 自分が所属しているクラブではなかなかブライダル委

員会のご紹介ができませんでしたが、本日は図らずもこ

のようなピーアールの機会を賜り、嬉しく思います。先ほ

ど申し上げましたとおり、ブライダル委員会は、ロータリ

アンのご紹介・ご推薦がなければ登録されないシステム

ですから、身元のしっかりした人の集まりです。そのよう

なブライダル委員会のメリットについて、第 2570 地区の

51 クラブすべてにお伝えし、登録者募集の呼びかけが

できればいいのですが、現在のところは、第１～５グルー

プの会議・幹事会にて、ブライダル委員会のご紹介をし

ています。 

 

【 幹 事 報 告 】        木村武志幹事 

１．地区より地区役員の派遣についてのお願いが届いて

います。 

２．第４回会長・幹事会の案内が届いています。 

３．第一グループチャリティーゴルフコンペの案内が届

２０１８－２０１９年度  R.I会長 バリー・ラシン 

第２５７０地区ガバナー 茂木  正    第一グループガバナー補佐 小澤 政治 

鶴ヶ島 RC会長    山中 基充    鶴ヶ島 RC幹事   木村 武志  
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いています。 

４．ハイライト米山が届いています。 

５．（公社）西入間青年会議所より、賀詞交歓会の案内

が届いています。 

６．平成３０年度鶴ヶ島市少年サッカー連絡協議会新年

会の案内が届いています。 

７．川越中央 RC より、週報が届いています。 

８．１２月のロータリーレートは１１２円です。 

９．地区大会の出欠表を廻します、記載お願い致しま  

す 。  

１０．後期分の会費をお願い致します。 

【 委員会報告 】 

親睦委員会中嶌清福委員長 

 クリスマス会会計報告 

       

【 出 席 報 告 】           渡辺道雄委員 

◎ニコニコ BOX               

★今年もよろしくお願いします。       山中基充君 

内田敬子君 

★青柳さんイニシェションスピーチ宜しくお願いします。 

  川野昇君 内野麒一君 中嶌清君 

清水良一君 齊藤勇司君 木村好伸君 

横山明美君 田中憲一君 齊藤大祐君 

長峰秀和君 西澤克己君 木村武志君 

佐々木龍児君 山岡達生君 青柳英史君 

★皆様から米寿のお祝い有難う御座いました。妻と家族

の世話になり、三食の食事には栄養面で健康管理を

してくれた妻に感謝です。鶴ヶ島 RC に入会させて頂

き、皆様には暖かく迎えて頂いた友情に感謝いたしま

す。いつまで続くか割りませんが、趣味の方も頑張りま

す。                       渡辺道雄君 

★クラブフォーラム宜しくお願い致します。 松崎峰夫君 

★最近忘れぽいのでMRIの検査をしてきました。特に異

常なしでほっとしています。         岸田喜好君 

★平成３１年良い年になりますように     宮前典子君 

★妻の誕生祝い有難うございます。     青柳英史君 

  

【 イニシェション・スピーチ 】         青柳英史君 

皆さま、改めまして明けましておめでとうございます。

本年も宜しくお願いいたします。本日は、貴重な時間を

頂きましてありがとうございます。退屈な時間にならない

よう、がんばってスピーチしたいと思いますので、どうぞ

お付き合いください。 

 昨年、縁あって鶴ヶ島ロータリークラブの一員となりまし

た。水戸証券では、支店長になると地域の RC に入会し

ます。水戸証券内では最速で支店長クラスになりました、

一応、ちょっと自慢です・・・。 

 私が水戸証券に入社したのは、2003年。今から、約 16

年前です。最初の配属先は、アントラーズで有名な茨城

県のかしま支店。そこで 6 年営業をして、その後土浦支

店へ。3年勤務した後は、水戸証券労働組合の委員長 

を拝命し、日本橋にある本店営業部に行き営業する傍

ら、組合の仕事も行いました。同業他社とも懇親を深め

ることができ、合同イベントなども開催しました。春闘交

渉では 2013 年アベノミクスのベアの流れで、業界最速

のベアを獲得したことは非常に印象的です。そこで約 3

年。その後、当社発祥の地水戸支店にて最若年の営業

課長として配属され3年を過ごし、晴れて鶴ヶ島営業所

長となり今に至ります。現在は、妻と小５の娘、小 1の息

子と4人で千葉県は我孫子市に住んでおります。とても

ここまでは通えないので、単身赴任中です。基本的に

土日は帰っており、娘のエレクトーンの練習や息子が

柏レイソル下部組織でサッカーをしており、その送迎な

どをしております。そんな私の幼い頃からのお話をさせ

て頂きます。 

 生まれは、千葉県香取市佐原です。以前は、佐原市

でしたが市町村合併で香取市になりました。江戸時代に

「大日本沿海輿地全図」を作成した伊能忠敬の育った

街であることから、「地図の町さわら」として、メディアでも

取り上げられ、川越に似て電柱地中化し、小江戸という

景観を再現しており映画やドラマの撮影のロケ地でもあ

ります。ちなみに私が小学生の時、天皇陛下が伊能忠

敬記念館に来館されたこともありました。江戸時代は、銚

子と江戸を結ぶ利根川の中継地点として栄えておりまし

た。鰻や蕎麦が美味しいので、もしお時間ある時に、是

非、お越しください。 

 そんな田舎の佐原で、昭和 56 年に長男として生まれ

ました。父母ともに高校教師、祖父祖母も教員、さらに祖

祖父も教員という完全教員一家でした。地元でもちょっと

有名であり、特に祖父は地域教育に校長として相当尽

力したようで、没後に当時の橋本首相から勲章を授与さ

れました。ただ、街に出ると「青柳先生のお孫さん」など

と言われ、内心恥ずかしかったのを覚えております。 

 両親共働きだったので、私は祖父母に主に育てられま

した。戦前教育者かつあの戦争で中国にも出兵した経

験のある祖父でしたから、厳格でした。今の教育では教

わらないイザナギ・イザナミの神話や神武天皇の話、楠

会員数 出席者 
出席 

免除者 

免除 

出席者 
出席率 

修正

率 

29名 23名 3名  2名 79%  
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正成の話、従軍した日中戦争の戦地での貴重な話を毎

日聞かされておりました。高校 1 年生の頃、その尊敬し

最愛の祖父を心筋梗塞で無くしてしまいました。初めて

人の死を受け入れた時でした。 

学生時代はサッカーに明け暮れておりましたので、大学

進学時も学部は特に拘っておらず、どうせ勉強するなら

祖父から学んで好きになった歴史にしようと思い、史学

部へ進みました。まさかその後、証券会社に就職すると

は思いませんでした。 

 転機は、就活スタートの大学 3 年生の時。お家柄、教

職課程を履行し、教員免許取得が大学進学の条件でし

たので、教員免許は取りましたが、なにせ「募集ゼロ」の

時代。元々、教師になるつもりはありませんでしたが、世

の中、就職氷河期と呼ばれた時代でした。200社エントリ

ーし、100 社の企業訪問をし、兎に角、手当たり次第に

総当たりしました。その結果、野村證券と水戸証券に内

定が決まりました。 

 親も周りも、最大手の野村に進むことを勧めてきました

が、私は個人営業に特化し、地域密着・堅実経営をして

いる水戸証券を選びました。また、故郷の佐原にも支店

があり、やがては地域に恩返ししたいという気持ちもあり

ました。 

冒頭、申し上げた通り、水戸証券では、労働組合の委員

長という仕事や早期に営業課長という「管理職」というポ

ストに就け、そこで沢山の経験を積むことができました。

もし野村さんに行っていたら、そこまでの経験をできなか

ったと思います。本当に入社して良かったなあと思って

おります。 

 証券会社で仕事をする魅力は、様々な業種の方々に、

名刺一枚で会えたり、お話できたりすることだと思います。

実習期間を含めると、川口、かしま、土浦、柏、本社、水

戸、鶴ヶ島と様々地域で、多くの方々と出会いました。

「一期一会」は私の好きな言葉であり、沢山の方から、仕

事のこと、経営のこと、人生、男女問題など多くを教えて

頂きました。出会いの数だけ人は成長できると思ってお

ります。「これも何かのご縁」。そう思います。鶴ヶ島 RC

の皆さまとの出会いも、貴重なものです。これからも、一

つ一つの出会いを大事にしてゆきたいと思います。 

 なぜ証券会社を受けたのか。それは、販売する商品が

常に価格が変動するからです。それだけ、取扱いには

苦労しますし、せっかく良いと思っても、政治、経済など

の突発的な原因で下がることもあります。しかし、だから

こそ「自分を磨ける」と思ったのです。学生時代、電車の

中で、明日の希望もないようなオーラを放っている大人

を見て、「自分が社会人になったら、絶対に活き活きとし

た大人になろう」と思いました。なんとなく街角などで、

「TOPIXが・・・」「NYダウは・・・」などと携帯で喋っている

と「かっこいいな～」「漫画本ばかりでなく、日経新聞を読

みこなしていたらモテそうだな」なんて気もありました・・・。

ただ、そういう下心のみならず、常に世界情勢の変化を

インプットし、それをアウトプットし続けるのが証券会社の

仕事になります。スピードがかなり要求されます。朝は、4

時半、夜は遅いとNY市場の動向まで見ますので、23時

くらい。気が抜けない時も多々あります。でも、それをコ

ンスタントに続けると、気が付けば同年代のライバルとは、

かなり人間的にも知識面でも相当差が付けられます。自

分自身を成長させられる場としても、証券会社は適して

いると思いました。 

 しかし、実際に入社してみると、そこはまさに戦場。私

が入った 2003 年は、「ソニーショック」（ソニーが赤字決

算で株価暴落）や「りそな銀行一時国有化」など日経平

均株価が 7,607 円という当時バブル後最安値を付けた

年です。新人は、一件一件飛込み新規開拓をするので

すが、何もしてないのに「株屋は来るな！」と塩をまかれ

たり、水をかけられたこともあります。「やばい、辞めよう

かな」と何度も思いましたが、中には「一生懸命回ってき

てくれるから、今度の満期は、あなたのところに預ける

わ」とか「お前の一生懸命さは分かった。明日、会社に

来い」などご支援くださった方もおりました。その方々の

ご支援あって、新人で同期トップの成績になれました。 

 また、結婚する時には我がことのように喜んでくれるお

じいちゃんや、妻が病気で倒れ入院した時は、3 日分の

ご飯を作ってくれて「あなたが倒れたら、小さい子もいる

のだから気を付けないとダメよ」と励ましてくれた女性経

営者の方もおりました。 

 もちろん、ライブドアショックやリーマンショック、ギリシャ

ショックやチャイナショックなど、ショックには幾度となく見

舞われて来ましたが、良いものはその後、しっかりと価値

が高まっています。さすがにショックになると、ストレスが

かかり、時に暴飲暴食していた時期もありました（今から

１０キロ以上太っていました）。しかし、会社の仲間たちと

励まし合い、競い合い、お客さまと真正面から向き合うこ

とで、WINWIN の関係が構築することができるようになり

ました。 

 実は、先ほどご紹介したご飯を作ってくれた方ですが、

私が水戸支店の課長になった時に、偶然ですが鹿嶋に

赴くことになり、10 年ぶりに会いに行きました。当時は、

化粧品販売を手掛けていて、従業員も使い、バリバリの

方でしたが、10 年も経つと、所謂「おばあちゃん」になっ

ていました。私も、当時からは老けましたが、一度会うと、

お互い涙が止まりませんでした。私が課長になったこと

を本当に心から喜んでくれて、帰り際には当時と同様、
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お茶菓子と栄養ドリンクを持たせてくれました。このお客

さまが、顧客化したきっかけは、当時新人で真夏に外回

りしていた時、偶然公園で疲れ果てて水を飲んでいる私

の姿を見かけ、その翌年に電話がかかってきて、「青柳

君って子は、まだ辞めてない？」という問い合わせから

お取引頂くことになったのです。この話は、若手社員に

もしております。24時間 365日、スーツを着てバッジを付

けている以上、水戸証券の社員だ。必ず誰かは見てい

るし見られている。しゃんとしなくてはならず、また、努力

はすぐに報われなくても、必ずその姿を見てくれている

人はいる。「努力は必ず報われる、もし報われないのなら、

それはまだ努力とは言えない」という王貞治さんの言葉

も引用して使っております。 

 まだまだ皆さまからすれば、若造ですが、一期一会の

精神で頑張ってゆこうと思っております。是非、今後とも

ロータリーの活動等を通して、皆さまから多くを学ばせて

頂きたいと思います。 

 今、営業所で所員に伝え続けている言葉があります。

それは「大一大万大吉」です。これは、石田光成が馬印

にしたものですが、簡単に申し上げると「一人はみんな

の為に、みんなは一人のために」です。小さい頃、テレ

ビでやっていた「三銃士」にも同様のことばが出て来て

おりますが、子供ながらに「いい響きだなあ」と思ったも

のです。関ヶ原では、仲間の裏切りにより、西軍は敗北

しましたが、決して小早川になることのなきよう、1 人の落

伍者も出さず、皆で同じ方向を向いてゆこうと毎日言っ

て聞かせております。 

 これは、前赴任地の水戸支店で課長をやっていた時

に、チームに一体感を持たせるために全員に周知徹底

させた言葉であり、こちらに来てからも部下全員に浸透

させております。今では、居酒屋でボトルキープの時に

この馬印を書く奴もいるほどです・・・。 

 個の力だけでは、チームは勝てません。個が、同じ目

的意識を持って同じ方向を向いて、チームの為に貢献

しよう、そして困っている、伸び悩んでいる仲間がいたら、

励まし、その仲間の分も頑張ろうとすることにより、組織

に勢いが生まれ、それはパワハラなど恐怖で支配されて

組織よりも、最終的には良い結果が生まれると思います。

良い結果は、良い循環の中から出たものでなくてはなら

ず、偶然の良い結果は「まぐれ」でしょう。 

 孫子も兵法の中で「天の時、地の利、人の和」を唱えて

おります。切磋琢磨し合いながら、方向性が定まった組

織は最強だと思います。 

 「大一大万大吉精神」が発揮される場所は、職場のみ

ならず、ロータリー活動や家庭、地域、ご近所など多岐

にわたると思っております。 

 最後に宣伝です。 

 水戸証券は、自主独立、地域密着を掲げ、おかげさま

で 2021年に 100周年を迎えます。100年企業の仲間入

りを果たせる訳ですが、この間、どの系列にも属しており

ません。ですので、一人ひとりのお考えやライフプランに

沿ったご提案ができます。元本確保型の商品や、年期

補完型商品など様々です。また、証券会社は所謂「ペイ

オフ」と関係なく、お客様の資産と証券会社の資産は

「分別保管」が義務付けられております。是非、これも何

かのご縁ですので、営業所一同、一期一会の精神でお

迎えいたします。お気軽に、ご相談ください。 

以上で私のスピーチとさせて頂きます。長らくご清聴頂

き、ありがとうございました。 

         
 

          

     米山記念奨学表彰  マルチプル３回 

             川野昇君 

 

          おめでとうございます。 

 

【 閉 会 点 鐘 】 １３：３０    宮前典子パスト会長 
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