
第 2824回例会

≪司 会≫  川崎 依子 君

≪合 唱≫  「君が代」

「奉仕の理想」

≪BGM≫   ユナイテッ ト カバー 2

≪ゲスト≫  なし

≪ビジター≫ なし

≪本日のお祝い》

お誕生 日         結婚記念 日

該当者なし     9月 19日 杉山 輝光 君

高田 雅司 会長

皆 さん、こんにちは。

先週は国際ロータリー第

2620地 区松村友吉ガバナ

ー、倉嶋地区幹事、第四分

区坂本ガバナー補佐、角 田

ガバナー補佐事務局次長 を

お迎え し、ガバナーの公式

訪問例会を静岡南 RCと の合同にて開催 をを致 しま し

た。例会の前には松村ガバナー達 との懇談会 を、川崎

幹事、村松副幹事 と共に、約 50分 ほど行いま した。そ

の席では、今年度の 10項 目の地区 日標 と会員負担金 に

ついてお話 を頂 き、当倶楽部でのそれぞれの活動つい

てご報告 申上げ、ご理解 を頂 きま した。

その折、松村ガバナーよ り、ご本人の松村友吉著に

よる 「日本 を徳治の国に一――徳の文化が世界を

変える」と題す る著書を当クラブに頂戴いた しま した。

早々に読んでみま した。幕末か ら、第二次世界大戦

を経て、今 日までの 日本の経済的発展や、法治国

家 としての国の成 り立ち、 日本的精神の成 り立ちの根

源 としての、神道、儒教、仏教について。或いは

教育について、特に道徳教育においての"徳"につい

ての教 え、など人 としての精神性 の豊か さや、本 当
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の意味での幸せ、そ して究極の、求める理想 としての

国家像について、松村氏の経験の中で積み上げて

きた思いをス トレー トに書き連ねてあります。

中には過激で考えを異 とする事柄もありますが、多

くの部分で共鳴できる内容の著書で、是非皆様にも

一度読んでいただければと紹介をするものです。次は

川崎幹事にお渡 ししますじ多分非売品で一冊 しか

ありませんので、皆様に読んでいただけるには相当の

時間を必要とするかと思いますが、希望をされる方

から早いもの順でお願いします。

以上、松村ガバナー著の本の紹介を会長挨拶に替え

させて頂きました。よろしくお願いします。

≪会員卓話≫

「自己紹介」 武田 弘樹 君

本 国はお時間を頂きま し

てありがとうございます。

6月 に入会いたしました武

田です。1970年 生まれの 46

歳です。東京の目黒で生ま

れました。横浜の大倉山に

て 3歳から育ち公立の小中

学校、私立海城高校、大学は早稲 田大学に通いま した。

大学に入学 した時には既 にバブル崩壊 してお りま して

就職活動は就職氷河期で した。そこで学部差別のよ う

なものを 目の当た りに しま した。私は教育学部で した

ので、政治経済学部などに比べて露骨に不利 な扱いを

受けます。そこで実力主義的な色彩の強い、証券会社

に惹かれていきま した。最終的に 日興証券 と大和証券

か ら内定を頂きどちらにす るか迷ったので、大和に行

つた先輩に相談 した ところ、証券会社の営業は どこも

きつい。四大証券の中でも日興はまだ紳士的だよ。 と

言われそれを真 に受けて 日興に しま した。実際に入社

してみると実力主義色は強いです。特に営業は数字が

出来ている人が偉い とい う時代で した。今はコンプラ

イアンスな どが厳 しくな り社風は変わ りま したが、今

でも実力主義色は強 く上司 と部下で年次が逆転す るこ

とは普通にあ ります。
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≪会長挨拶要旨≫
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社歴 を簡単に申し上げます と長崎支店、本社 M&Aア ド

ハ
゛
イサ―゙、フ

゜
ライヘ

ぐ―トハンキンク
゛
部、経営企画部そ して静岡支

店に来ま した。

妻は 日興証券の長崎支店の同僚です。娘は現在小学

校 2年生です。父親 っ子なので転勤が決まつた際にい

かに受け入れ させ る力V悩みま した。 8月 下旬に 「職場

見学会Jを 開催 しま した。最初 と最後の挨拶や修了証

書の授与など私が仕切 らせていただいたので、お父 さ

んの格好いい ところを見せ ることができま した。

昨年は企業派遣で立命館大学の 「西園寺塾Jと い う

リータ―゙養成講座 に参加 し、様々な刺激 を受 けま した。

アストロハ
゛
イオテクプロシ―゙とい う学問や華道の池坊専好 さんか

らも手ほどきも受けま した。以上取 りとめもない話 を

させていただきま したが 自己紹介 とさせていただきま

す。

「自己紹介 (ロ ータ リークラブとのご縁について )」

近江陽子君

本 日は私が司法書士 とい

う職業に就 くまでの紆余曲

折をお話 し、ロータリークラフ
゛
との

ご縁 も併せて今回のタイトルと

させていただきます。

7月 に入会のご挨拶時に

大村 さんか ら私が最初に外

国語 を学んでいた旨をお話頂いた と思います。語学に

興味を持 つたのは小 さい頃親が英会話 を勉強 させて く

れた中、奈良公園でネイティフ
゛
の方 と話を して通 じた事に

感動をしま した。その後スヘ
゜
イン語 も学びま したが巻 き舌

で苦労 しま した。衝撃 も受けたが喜びでもあ りま した。

それ以来伝 える仕事 も楽 しそ うだなと思い教師を志 し

ま した、教育実習に行 くと忙 しく楽 しく嬉 しかったの

ですが「本 当に一人一人の生徒 を見 られ るのだろ うか?J

と乖離がある事 も感 じま した。語学の実践 も無 く悩ん

でいた ときに秋 山務 さんに会いま した。「意欲のある方

には、語学を学ぶ機会があるよ。」 と言われロータリークラフ
゛

の存在 を始めて知 りま した。結局補欠合格でスヘ
・
インに行

く事は実現 しませんで したが、チャンスを与えていただい

た方々含 め心の広い方の集ま りである事 も感 じま した。

スヘ
゜
インに行 けなかつたこと自体は残念で したが、そ

の時に真貪1に 考える機会を頂いたか らこそ行政機関に

入つて働 きたい とい う希望 も生まれ、そのためには法

律を学んでか ら行政機関に入つた方が良い とのアドハ
゛
イ

スを実際に行政機関で働 いてい らした方か ら頂 くこと

が出来ま した。そのことか ら私は法律 を学ぶべ く他大

学の法学部に学士入学す るとい う道を選択 し、そこで

出会った同期生の友人たちが弁護士や司法書士を志望

していたことに影響 を受けてこの道に至 りました。そ

のよ うな紆余曲折を経て、現在司法書士 として仕事を

させて頂いてお り、お仕事の中でご縁 を頂いた大村 さ

んのご紹介で静岡東ロータリークラフ
゛
に入会 させて頂 きま し

た。入会の際に私は先にお話 ししたロータリークラフ
゛
とのご縁

を思い出 し、秋 山さんがご紹介 くだ さったのはどこの

ロータリークラフ
゛
だつたのか と思つてお りました ところ、先 日

入会の折に頂いた資料の中の 「歴代会長Jの欄 に秋山

さんのお名前があ り、私が以前にお世話になつたのは

こち らの静岡東ロータリークラフ
゛
だつたのだ とい うことが分

か りま した。そのことが とて も嬉 しく秋山さんにご報

告 した ところ、秋 山さんもこのご縁をとても喜んで く

だ さり、是非 この嬉 しい気持 ちをスマイル とい う形で

表現 して くだ さい、 と私にお言付けくだ さいま した。

その折に秋 山さんか らお預か りしたもの と、私の気

持ちを併せた形で先 日スマイルをさせて頂いた次第です。

以上、私のこれまでの紆余曲折 と、現在の職業に至る

までに静岡東ロータリークラフ
゛
とのご縁 を頂いていたことを

お話 しさせて頂き、私の 自己紹介 とさせて頂きます。

あ りが とうございま した。

≪スマイル報告≫

8/31分

高 田 雅司 君   国際ロータ リー第 2620地 区 松村

友 吉 ガバ ナー の公式訪 間 をお祝 い

し、又静岡南 ロー タ リー クラブ との

合同例会を祝 し。スマイル !

君   結婚記念 日のお花 あ りが とうござ

いま した。妻 も大変喜んでお りま し

た。

新井 健一

戸塚 敦雄 君

勝山國太郎君

伊藤洋一郎君

9/7分

宮城 展代 君

高田 雅司 君

猛暑の中を松村 ガバナー をお迎 え

して、感謝のスマイル を致 します。

松村ガバナーの公式訪問 ご苦労様

です。 まだ々々異常気象 の熱波が続

く中、先ず は健康 に留意 され、その

任 を果 させ る よ う祈 ってや み ませ

ん。

松村ガバナーにお会いできるのを

楽 しみにしていま した。 ようこそ。

先 日のあす なろ会、不覚にも 1ホ

ールめの 2打 日で右ひ じを負傷。

足は元気なので、肥 田さん 杉 田さん

のギャラ リー と化 して、一緒 にまわ

り勉強 させていただきま した。打ち

上げにも参加 できず 申 し訳 あ りませ

んで した。幹事の由利 さんに感謝 し

てスマイル します。

5月 の葛城 GCで の 「あすなろ会 J

ゴル フコンペで、なん と優勝 して し

まいま した。 ついてるのか、いない

のか !?
次回は 11月 28日 に開催予定です。

同組の由利 さん 花房 さん お世話

にな りま した。

≪出席報告≫ (3/31分 を含む)

会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

9/7 4

4

5 5 8148%
9 6 88 88 。

(会報作成 脇永 勉 )


