
第2029回例会 2018年 8月 7日（火）(天候) 曇り №5 

点鐘 

開会 

国家斉唱：君が代 

ロータリーソング：「我等の生業」 

４つのテスト：ＳＡＡ 

藤沢東ロータリークラブの理念：幹事 

ゲスト・スピーカー なし 

ビジター紹介 なし

ゲスト紹介 なし 

会食・懇談  

-会長報告-  

・地区大会ゴルフコンペのご案内 

 参加者が少ないため、追加参加を受け付けてい

ます。再度回覧します。 

・来週の例会は休会。 

次回は、8/21合同夜間例会、江の島花火大会

です。ぜひご参加ください。

-幹事報告- 

・会費の引き落としについて 

引き落としがされていない方については、

8/27引き落としとなります。 

・本日例会後、理事会をこの会場で行います。 

理事役員の皆様は、ご出席いただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

・地区大会のお知らせが届いております。 

日時：2018年 10月 13日(土) 

2018年 10月 14日(日) 

会場：鎌倉パークホテル、茅ヶ崎市民会館 

ホスト：茅ヶ崎湘南ＲＣ 

・201８年8月のロータリーレートは、1ドル

＝112円です。（参考：7月レート=110円）

・例会の変更のお知らせ 

藤沢北ＲＣ 

8/10（金）祭日週による休会 

8/17（金）お盆のため休会 

8/31（金）移動例会 草刈り後の夜間例会 

於）茶馬燕（ちゃーまーえん） 

・第 3グループゴルフコンペ開催のお知らせ 

日時：２０１８年10月１7日(水) 

場所：芙蓉カントリー倶楽部 

開催時間：8：30集合受付 

     9：38アウト、イン スタート 

プレー費：16,600円 

参加費：5,000円(飲食代別、パーティー費込)

・塩釜東ＲＣ会報が届いております。 

-委員会報告- 

・「ロータリーの友」平成30年 8月号要約 

雑誌・R情報 加藤委員長 

・出席報告      出席委員会 

・スマイル報告    スマイル委員会 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日  

 河合克彦会員 

 小柴智彦会員 

配偶者誕生日 なし 

-卓話- 

『イニシエーションスピーチ』  

細田 研会員 

-次回例会案内- 

8/21（火）江ノ島納涼花火大会 

藤沢 RC、藤沢北西RC合同移動例会 

点鐘 

閉会 

出席報告 

例会月日 総員（名） 出席（名） 欠席（名） 出席率（％）  メークアップ（名） 修正出席率

8月7日 ３6（３4） 29 7 85.29  .  

クリスタルホテル3F「フォンテーヌ」

Fontainel

藤沢東ロータリークラブ 週報
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-委員会報告- 

表紙は、お祭りですね。 

RI 会長 バリー・ラシン氏のメッセージです。

ロータリアンの皆さま、 

「世界を変えたければ、家に帰って家族を大切に

しなさい」とはよく耳にする言葉です。これは外

のニーズを無視することで無く、内なるニーズに

目を向けるべき、という事です。 

奉仕を優先していると、兎角、プロジェクトや計

画立案をするひとや、ニーズのある人に目を向け

てしまうものです。しかし、その活動を効果的に

するには、自身の家庭をキリッとすることです。

それはロータリーにとっても必要なことです。そ

してロータリーの基本理念でもあります。4つの

テストに従う事を意味するのです。 

又、会員基盤を熱意ある、会員で固めることは私

たちロータリーを健康な会員組織に導くことで

す。組織を固める事で私たちの組織の長期的健全

性を守るという事を意味するのです。 

しかし、ロータリーでの会員数は、この20年間、

１２０万人台のままで、増加はありません。影響

を与えるだけの、知識もモチベーションもないク

ラブが多すぎます。ロータリーが世界的に何をや

っているか知らないクラブ、ロータリーのプログ

ラムや財団について知らないクラブ、ロータリー

の活動にどうやって参加できるかすら知らない

クラブや、未だ男性会員が大半を占めて、女性の

少ないクラブが沢山あります。ロータリーはもっ

と意欲ある女性も選ばれなければいけません。 

ロータリーは何よりも会員の組織です。自分たち

が掲げた目標を達成しなければならない。 

それには、先ず、会員増強に取り組む事です。ク

ラブが新会員にとって価値のある事を考える。例

会に来て戸惑っている人がいたら、みんなで導こ

う。強くて世界に影響をもたらす力を持つロータ

リークラブだからです。世界へ組織の一員として

中からインスピレーションになろう。  

 8 ページです。特集「会員増強の可能性」 

会員増強・新クラブ結成推進月間です。 

会員増強の可能性については、バリー・ラシン

RI 会長が会長メッセージで述べた、会員１２０万

人では活性化ができない。 

そこで、クラブの柔軟性を取り入れる。 

アメリカ・ミネソタ州イーダイナロータリクラブ

トム・カンプ会員の会員増加の10か条からのヒ

ントを紹介して、10条あるので1条から10条

まで勉強しよう。10ページからです。 

1クラブの長所をすべてリストにする。 

2入会候補者のリストを管理する。 

3クラブの強みを知る。 

4会員増強を最優先事項にする。 

5行く先々でロータリーについて話す。 

6会員の責任をリストにする。 

7ゴールはないことを確認する。 

8入会式をお祝いにする。 

9粘り強く。 

10精力的に。 

私のクラブは誰でも歓迎する雰囲気なので入会

候補者が一度例会に出席してくれただけで決ま

る事がありました。 

16 ページです。女性ロータリアンに聞く、女性

ロータリアンの増強・維持について十和田RCの

佐々木会員は夫が死んで入ったが、ステータスが

下がると言われた。2730 地区では、1993 年

ですが「女性をいれるか、消滅するか」と議論が

あって、ロングキャリアの会員を敵にまわした

が、今は会員増強の近道になりました。・・その

ような女性会員の茨の道があったようです。 

18 ページの下の小さい枠ですが 2780 地区の

女性会員比率10．2で第2位を占めております。

縦のページです。 

2017年の 11月第 2540地区大会の記念講演

です。表題は「変化をチャンスに」 

講師は、アサヒグループフォールディングス代表

取締役会長 泉谷 直木氏です 

「良い内容です。」デンマークが世界一幸福な国

といいます。国連での世界幸福度ランキングで

す。因みに日本は 2016 年度の世界の主要七カ

国では最下位だそうです。 

その、デンマークが世界一幸福な国の訳はなんだ

ろう。と、思っていたので、仕事でデンマークに

行けることがあったので良くて見てきました。 

 ロータリーの友 平成 30年 8月号抜粋 

     加藤 信忠 雑誌・R情報委員長 



特に気づいたのは、デンマークでは、週に何時間

かボランティアをやるルールがあるそうです。仕

事着姿の若い女性がサイドカー付き自転車にて

お年寄りを買い物や、病院にお連れする姿が街の

風物詩として見られたわけです。 

秋田県も同じ位の人口です。昔から鉱山資源に恵

まれた国で北前船の貿易で重要な位置にあった。

今、なにかをやるのは難しいというが、SNS な

どの新技術を使えば想定よりお金はかかりませ

ん。稲庭うどんや比内地鶏など新しい文化がある

ではと。 

縦の９ページです。クラブを訪ねて・・創立６０

周年へ燃える・横浜西ロータリークラブです。 

縦の１３ページ「友愛の広場」会員のお手紙です。

縦の２１ページ「卓話の泉」会員の知識です。 

以上８月号の抜粋です。 

他も読んでください。 

加藤委員長 いつもありがとうございます。 

-出席報告-       大野出席委員長 

2029回も多数の方に出席いただきました。 

ありがとうございます！ 

2018～2019年度 

RI 会長 Barry Rassion

     バリー・ラシン 氏 

RI テーマ  

BE THE INSPIRATION 

インスピレーションになろう 

-スマイル-       石井スマイル委員長 

【村上進 会長】 

細田さん、本日はイニシエーションスピーチよろ

しくお願い致します。 

【石井博 会員】 

細田さん、イニシエーションスピーチ楽しみにし

ています。 

【河合克彦 会員】 

誕生日のお祝いありがとうございます。７４歳に

なりました。 

【土屋善敬 会員】 

細田さん、スピーチ楽しみにしています。 

【田中繁 会員】 

細田会員、本日のイニシエーションスピーチ楽し

みにしています。 

【山口俊明 会員】 

細田研会員、イニシエーションスピーチたのしみ

にしています。 

【小柴智彦 会員】 

誕生日のお祝いありがとうございます。60 歳に

なりました。 

細田様、本日のイニシエーションスピーチ宜し

く。 

【吉田新一 会員】 

細田さん、本日の卓話よろしくお願いします。 

楽しみにしておりました。 

【大坪加寿子 会員】 

細田様、本日のイニシエーションスピーチ楽しみ

です。入会すぐに合唱の参加等ロータリー活動の

参加をありがとうございます。これからも宜しく

お願いします。 

【高橋正宏 会員】 

細田さん、イニシエーションスピーチ楽しみにし

ています。 

【竹之内健次 会員】 

細田さん、本日はイニシエーションスピーチよろ

しくお願いします。楽しみにしています。 

たくさんのスマイルありがとうございます！



-会員誕生日-   

河合克彦会員＆小柴智彦会員 

お誕生日おめでとうございます。 

-卓話- 

『イニシエーションスピーチ』  

細田 研会員 

（株式会社証券ジャパン 藤沢支店長） 

 皆さん、こんにちは。細田研です。 

当、藤沢東ロータリークラブに入会させていただ

き、早4か月となりました。毎週火曜の例会も生

活の一部となって来たところです。 

今回は、改めてお時間をいただき、自己紹介をさ

せて頂きます。 

私は、1966年（昭和41年）2月 12日に、現

在住んでいます埼玉県伊奈町で生まれました。生

まれも育ちも埼玉です。皆様は埼玉にはあまりな

じみが無いかと思います。少し私の地元について

紹介させていただきます。 

伊奈町の町名の由来は、江戸時代初期の徳川家

康の家臣、関東郡代で伊奈忠次を輩出した伊奈氏

の屋敷（小室藩）があった事にちなみます。家康

の関東入国に伴い、伊奈忠次は武蔵国足立群の小

室・鴻巣などに1万 3000石を与えられ、陣屋

を構えました。関東を中心に各地で検地、新田

開発、河川改修を行い、中でも利根川・荒川の改

修事業は江戸幕府の基盤の確立に大きく寄与し

近年その功績を見直す動きが出ています。 

人口 4 万 5 千人の、さいたま市のベットタウ

ンとして開発が進み現在も人口が増加中です。そ

の町を新幹線が3分割するように走っています。

私の家は上越新幹線と東北新幹線がちょうど分

岐する位置にあたります。大宮から新幹線の側道

を新交通システム、ニューシャトル（都内のユリ

カモメのような）が走り、町民の足を支えます。

大宮まで所要時間は16分です。 

大宮は北関東の玄関口で鉄道の町でも有名で

す。駅舎のとなりには広大な鉄道車両工場が有

り、その中をニューシャトルが走ります。大宮駅

を出て最初の駅は、電車好きな人ならご存知の、

鉄道博物館（てっぱく）駅になります。そこから

さらに10分揺られ続けると新幹線が分岐する場

所に位置する駅、丸山駅につきます。私がニュー

シャトルを利用する際はこの丸山が最寄りにな

ります。先に話しました伊奈忠次公の屋敷跡に隣

接します。周辺は緑に囲まれた閑静な場所で東京

薬科大学を始め多くの学校と、埼玉県立ガンセン

ターを代表とした大きな病院が点在します。関東

の地図を広げますと、ちょうど関東平野のど真ん

中に当たり、周りには山や海や川など風光明媚な

ものは無いものの、災害に強い土地柄だと思いま

す。ただし、内陸地だけに寒暖差が激しく、夏は

暑く冬は寒いです。今年の暑さは異常で連日 35

度を超える猛暑日が続いています。 

こんな田舎に生まれ育ちました。実家は、製材

所を兼ねた材木屋です。私で5代目になります。

終戦直後まで（祖父の代）は桐ダンスを作ってい

て職人も大勢いたと聞いています。しかし、日本

の西欧化が進み生活様式も大きく変わり、和ダン

スの需要が減り父の代から、建築全般の製品を扱

う材木・銘木業に軸足を移しました。家の倉庫に

は国内材では欅・杉・檜などの原木やそれを半加

工した板を始め、国外材では紫檀、黒檀、等の床

柱・床板や花梨のテーブル、ブビンガ・チーク等

の原木・板などを保管しています。また、製材（賃

挽きも行っています）は、直径2メートルまでひ

き割りが可能で、関東ではここまで幅の広い加工

のできる製材所は少ない為、本場の木場や秩父は

もとより、遠くは新潟や仙台から来店される事も

有ります。 

しかし、時代の変化は早く建築様式も変わり注

文住宅の需要は大きく減ってしまいました。今で

は、私が休日手伝えば事足りるほどです。今この

様に、サラリーマンを続けている理由もここにあ

ります。



話は変わりますが、私の趣味に薪ストーブと有

ったと思います。家業が製材を行っていたことが

大きく影響しているのは周知の通りです。製材か

ら出た端材を利用できる事が購入の動機でした。

しかし実際にやってみると非常に奥深いです。火

を入れるのは当然寒い冬ですが、準備はシーズン

終了の5月から始まります。最初にストーブや煙

突を掃除しメンテナンスを行います。夏場は薪の

準備期間です。薪は水分の含有量が高いと、煙や

煤を多く排出しストーブ本体を傷つけ故障の原

因になります。薪を乾燥させるため夏の暑い時期

までに用意することになります。丸太をチェンソ

ーで玉切りにしてオノで割ります。薪割は全身運

動で集中力が養われ健康の為には最良です。集中

力を高め、オノを振り下さなければ危険が伴いま

す。『狙いを定め、「エイ」と、オノを振り、狙

ったポイントにあたり「パン」と綺麗に割れた時

の爽快感は格別です。』と、言うのは一部マニア

の話で、実を言うと、私は家の機械を駆使し効率

的に薪を作っています。寒くなるとストーブに火

入れをするのが待ち遠しくなり11月中旬頃から

使用を開始します。近年の薪ストーブは住宅地で

も使用できるよう改良され、触媒を利用したり再

燃焼させたりと煙の出づらい構造になっていま

す。それでも、近隣には気を使っています。薪は

木の種類によっても特徴が有り、煙が少ないも

の、火力の強いもの、香りの良いものなど様々で

す。代表的な薪は「なら」です。ホームセンター

でも売られており、一束 500 円ぐらいになりま

す。薪にするには広葉樹が良いと言われます。広

葉樹は煙が少なく、煤がたまりづらく火持ちが良

いのが理由です。「なら」は、この、広葉樹に入

ります。他に「欅・桜・楓・樫」なども広葉樹で

す。一方、春先、花粉症の原因になる「杉・檜」

または防砂林に利用される「松」など葉先のとが

った樹木は針葉樹と呼ばれ、薪にはあまり適さな

いと言われます。煤が出やすい事と火持ちが悪い

ことが原因です。ただ、火が付きやすい為、火を

焚き付けるときに利用します。私は、主に「欅・

樫」を使用しています。埼玉は平たんな土地柄か

ら、家屋を風から守る為、屋敷林を巡らせている

のが一般的でその屋敷林に「欅・樫」が利用され

ることが多いため調達が安易なのが理由です。薪

ストーブは遠赤外線が出るため体の芯から温か

くなり、室外に出てもしばらくはポカポカしてい

ます。薪ストーブで温めたお湯でコーヒーを淹

れ、焼いたビザを頬張りながら、ストーブの炎を

見つめている時が至福の時間です。仕事でいやな

ことがあった時、周りの明かりをすべて消し「ぼ

ーっと」炎を見つめていると心が落ち着きます。

最近この炎を見つめる機会が非常に増えた感じ

がします。

話はもどります。小・中学校は地元の公立学校

に通いました。しかし、物心付いてくると田舎の

地元が嫌になり都会に憧れ高校は都内の私学に

進学します。勉強嫌いでバイクとアルバイトに明

け暮れた日々を送っていた私は希望する大学に

は合格できず、浪人は駄目だとの家の方針で一転

都落ち、母の実家のある群馬の上武大学商学部に

進みました。母校は箱根駅伝に10年連続して出

場しておりシード権獲得には、ほど遠いものの毎

年正月にはこの藤沢の町を黒のタスキが駆け抜

けています。 

社会人として身を置いたのは証券界でした。実

は、当初は家業を継ぐ予定でしたが、一度、社会

を見て置くことも必要だと思い会社員となりま

す。ちょうどバブル景気真っ盛りの日本経済が絶

頂の年です。職種は最初から金融と決め、企業が

直接資金を調達する時代へと変わってきていた

事もあり間接金融の銀行ではなく、直接金融の証

券会社を選択し、1988 年 4 月に今の証券ジャ

パンの前営である丸和証券に就職しました。ＮＴ

Ｔが株式上場した翌年になります。 

会社の寮(まかない付)が横浜の緑区（田園都市

線・藤が丘）に有り、初めて親元を離れ生活を行

います。配属先は川崎の溝の口支店でした。新人

の時は親会社が興銀の為、割引債のワリコー販売

に駆けずり回りました。4年勤務後、千葉の柏支

店に転勤となりアパートを借り一人暮らしを始

めます。ここで、人生の大きな節目を迎えます。

「男子厨房に上がらずとの厳格な家訓の中？」育

った私は食事を自分で作ったことが有りません。

アパートを借りる条件として近くにコンビニと

弁当屋があることが必須でした。食生活は乱れ、

好きなものに偏ります。当時、牛丼が一杯 260

円で食べられた時代です。偏食がすぎ体調不良と

アレルギーに悩まされ病院通いが続きました。医

者からはもっと果物や野菜など多く取るように

と指導されていました。そんな中、支店の女性か

ら「今度、家にご飯作りに行ってあげるよ」と声

をかけられ、その後毎日食事を用意してもらえる

事になります。これが今の妻との出会いでした。

料理につられ一緒になるとは夢にも思いません

でした。柏に転勤後2年目にして独身生活に終止

符を打つこととなりました。27歳の時です。 

時代の変貌は激しく日本経済はバブルが崩壊、

一転デフレ経済へと突入します。金融界では日本

版ビッグバーンが騒がれだした時でした。山一証

券がつぶれ、日債銀、長銀がつぶれ連日、暗いニ

ュースばかり報道されていました。親会社の興銀

も、富士銀行、第一勧銀との合併で生き残りを



図ることとなります。当社も御多分に漏れず生き

残りのため大規模なリストラを行い従業員の 3

分の1に当たる希望退職を募りました。結果、入

社当初50人近くいた同期がその時たった2人に

なりました。そんな見通しが暗かった中、結婚を

期に地元の埼玉に戻ることとなります。地元に戻

ろうと決心したのも結婚を期に家業に戻っても

いいかな？と考えたことも一つでした。 

結婚を期に15年交流を絶っていた地元に戻り

ました。そこで一つの出来事があります。独身の

時とは違い所帯を持つと、どうしても地域の付き

合い（コミュニティに参加）が必要になります。

町内会もその内の一つですね。私は、地元の消防

団に入団する事となります。それは、父も所属し

ていたことや旧家の長男は一度経験する様な風

習があり私も渋々組織に参加することとなりま

した。入団式が行われる消防署に出向いた時のこ

とです、消防署職員４人から、突然「研ちゃんお

帰り」と声をかけられました。驚き、良く見ると

私の同級生達だったのです。新団員名簿を見たら

「研ちゃん」の名前が有ったので、申し合わせて

顔をだしたとの事です。将来に不安を抱えていた

時だけに、こうして地元の仲間達が温かく迎え入

れてくれたことが大変嬉しく運命的な物を感じ

ました。それ以降、地元にどっぷり浸かり消防団

員を25年続けています。3年前には分団長も務

め、将来は本部の団長をやってほしいと声をかけ

られています。その時以来、地域の交流や人との

繋がりは非常に大切だと考えるようになりまし

た。

話はそれます。社会人になってから滅茶苦茶感

動したことがあります。忘れもしない2008年

（平成20年）の埼玉県の消防団の消防操法大会

ポンプ車の部で優勝した事です。皆様は消防操法

には全くなじみがないと思います。消防操法とは

常備の消防職員や消防団の訓練の一つです。基本

的な操作の習得を目指すための手順で、小型可搬

ポンプ操法と、ポンプ車操法があります。設置さ

れた防火水槽から、給水し、火災現場を意識した

火点(かてん)と呼ばれる的にめがけて放水し、撤

収するまでの一連の手順を演じます。競技になり

ますとそこにスピードと安全性（節度）が加味さ

れます。どんなに標的を倒すまでのスピードが速

くても安全性を欠く行為を行うと減点されます。

危険行為をした場合は失格にもなります。たとえ

ば水圧は4キロ以内と決まっておりそれを上回

ると危険行為とみなされ即失格です。隔年ごと大

会が行われ全国大会まであります。その消防ポン

プ車を使用した大会で埼玉県1位になりました。

大会は例年8月の暑い時期に行われます。チーム

編成は5名必要です。役割を説明しますと、チ

ームを統率し取りまとめる指揮者、ホースを延長

し筒先を持ち放水を行う1・2番員、ホースを延

長し伝令を行う3番員。そして消防ポンプ車を操

作する機関員の 4番員です。1・2・3番員はス

ピードが重視されるため走力のある若手が行う

のが一般的です。私はその時はすでに42歳にな

っていた為、動きの少ない、しかし要である機関

員の4番員を行いました。機関員の役割は消防車

両を火災現場まで運転し水利に付けたのちポン

プを操作し送水する重要な役割になります。大会

に向け 1 年前から 2 チームが並行し大会直前ま

で訓練を行います。2チームを編成するのは選手

がけがをしたときにいつでも変更が効くように

する為です。訓練は夜の7時以降、連日深夜まで

行われました。選手だけでなく、準備とサポート

の為、全団員と消防署の職員が協力して行いま

す。私も何度も会社を早退して訓練に臨みまし

た。大会本番直前に最終選考会を行い代表メンバ

ーが選出されました。残念ながら最後の最後で正

選手としては漏れ控えに回りましたが、大会本番

では日頃の厳しい訓練が実を結びチームメイト

が地元支部（上尾支部）として初めて優勝するこ

ととなりました。全員で勝ち取った勝利でした。

団員はもとより指導をしていただいた消防職員

までが感涙していたことをよく覚えています。そ

の時、私も本当に感動して人前で涙しました。社

会人になりここまで感動することに出会うこと

になり、改めて人との絆の大切さを再認識した次

第です。 

時代は少し戻ります。結婚をした翌年、業界内

でも大きな動きがありました。金融ビッグバーン

が進み証券界では手数料自由化が急速に進み手

数料が大幅に値下がりすることとなります。自由

化以前の株式手数料は、約定代金の約1％が相場

でした。100 万円で約 1万円ぐらいです。それ

が見る見るうちに下がっていったのです。今では

ネット証券を利用すれば金額に関係なく 1 回

500 円くらいで済みます。そのスタート時期に

あたります。 

株式の手数料で収益を稼ぐのが難しくなった

為、当社では自己資金を活用した自己売買業務

（ディリング業務）を強化します。手前味噌です

が、お客様の資産を増やすことで評判だった？私

は大抜擢され営業を9年間務めた後に、ディーリ

ング部に籍を置きその後15年続ける事になりま

す。ディーリングを始めた当初はバブル崩壊の後

遺症に悩まされたものの市況は好転、2000年の

ＩＴバブル、小泉首相の郵政解散による大相場を

経てディーリング利益は大きく伸びその後10年

近く会社の収益を支えることとなります。ピーク

時には会社の営業利益の半分以上を稼ぎ40人近



い社員が在籍し、業界の花形的存在でした。しか

し、栄枯盛衰は付いて回ります、再度、時代に翻

弄されることとなります。以前､証券取引所では

注文を付け合わせるのに場立と呼ばれる人を介

在する取引が行われていました。しかし IT 化が

進むにつれ時代の要請で合理化とスピード化の

為、すべてがコンピューターに移り変わる事とな

ります。これにより、取引自体が大きく変わりま

す。アルゴリズムを利用した高速取引が主流にな

り旧来型の投資手法では通用しなくなってきた

のです。収益は減り、売買手法を変える事の出来

ないディーラーは自然に淘汰されていきました。

また、ディーリングを専業で行っていた証券会社

は廃業を迫られました。決定づけたのは東北の大

震災です。当社では、丸和証券とネットウィング

証券との合併が決まり証券ジャパンとして本格

的な統合に向けて動いている時で、社内ではリス

ク管理が重要な課題となっていました。忘れもし

ない3月11日 14時 46分、大きな揺れが私た

ちを襲ってきました。株式も見る見るうちに値下

がりしていきます。大きな揺れのため注文発注は

できず、ポジションを整理できないまま避難勧告

が出た為、あわてて入居ビルから皆で逃げだした

ことを覚えています。結果チームとして約1000

万円の損失が出ました。それ自体は許容の範囲内

の損失だったのですが、問題になったのはその後

の重役会議での報告でした。震災当日は先物取引

の清算日でメジャーSQと言われる特別な日でも

有りました。清算はその日の寄り付きに済んでい

たので直接の影響は無かったのですが、もし震災

が 1 日早く起きていたらどうなったかとの議論

になりました。当時のポジションを基に試算した

ところ 10 億以上の損失が出る計算となりまし

た。経営トップは会社の自己資本を考慮したら、

あまりのリスクの高さに驚き統合を控えこれ以

上のリスクをとることは許可できないとの結論

に至り、その年の9月をもってディーリング部を

廃止することを決定します。私も、まさか部が廃

止されるとは考えてもいなかった為、今までの功

績を顧みない判断と非情さに憤りを感じ悔し涙

を流したのを覚えています。部には当時11人残

っていましたが希望退職を募り、結果残ったの

は、副部長として皆の就任先を見届けた私1人だ

けでした。 

その後、15 年ぶりに営業職に復活、日本橋八

重洲営業部で 3 年、川崎市元住吉支店で 3 年、

副支店長を務めたのち、今年4月、藤沢支店に支

店長として赴任し、こうして藤沢東ロータリーク

ラブに入会させていただき皆様と巡り合うこと

になりました。 

足早に見てきたとおり、私は時代の変遷に翻弄

されつづけてきました。会社の都合で2度の希望

退職を通じ、社会の厳しさや非情さを知りまし

た。これからも、この業界に身を置く以上、この

傾向は続くと思います。しかし、そんな中で一つ

学んだことがあります。それは、苦楽をともにし

た人との繋がりは時代が変わろうとも何ら変わ

ることがないとの事です。今でも、希望退職で去

った同期とも交流を続けています。今でも、ディ

ーリングを教えて下さった先輩達と定期的に会

合を行っています。そして、地元に帰れば多くの

仲間たちが私を迎え入れてくれます。皆、頼りに

なる仲間達です。私は一人ではない。 

最後になりました、藤沢東ロータリークラブの

皆様にこうして出会うことができたのも何かの

縁と考えます。藤沢を第2の故郷と考え「人との

繋がり」と「絆」を大切にロータリアンとして己

に磨きをかけ皆様に協力していきたいと思いま

す。この様な、私ですが、どうかこれからもご指

導、並びにご鞭撻のほど宜しくお願いしたいと思

います。 

梶浦幹事＆村上会長 

次回は 8/21（火）江ノ島納涼花火大会 

藤沢ＲＣ、藤沢北西ＲＣ合同移動例会です。

みなさんふるってご参加ください！ 

2018-2019 村上年度活動計画 
1．仲間を増やそう。 

2．長く続けられる奉仕活動を探そう。 

3．みなさんに我々の活動を知ってもらおう。


