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本日　８月31日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知

　　　 　ガ　バ　ナ　ー　補　佐　訪　問

次週　９月７日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「高知県とビール」

キリンビール㈱ 高知支店長 大石　恭三 氏

第2543回　例会報告／令和４年８月17日　天候　曇り
◇ロータリーソング
  「浜辺のうた」
◇来訪ロータリアン及びお客様
　高知ＲＣ　　　　　西山彰一 氏
　米山記念奨学生　　田　甘霖 さん
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
夏休みは十分取れました
でしょうか。昨日から、
高知県ではコロナに関す
るレベルが１ランク上が
って特別警戒云々。国の

方は国の方で、医療切迫というのは一緒です
が、全数カウントをやめる。それから、岸田
総理からいうと指示をしたということなんで
すけど、一応２類から５類への検討というこ
とで、行動としては反対を取らなきゃいけな
いということで、ちょっといろいろ悩ましい
のですが、今日は通常どおりの例会といたし
ます。今後のことにつきましては、後ほど会
長報告、もしくは幹事報告でお伝えしますが、
今後の対応について理事会等で検討させてい
ただきます。
　この夏、終戦記念日は何と77回目というこ
とで、振り返ってみると1945年が終戦記念日
ですから、それから77年経ってるわけですけ
ど、ふと気がつくと、その77年前はどうだっ
たのかなと、1945年からね。そうすると、76
年前ですけど明治維新なんですね。明治維新
というのも、これは一つの戦争ですよね。表

現は難しいですけど体制をひっくり返したク
ーデターということで、戦争が是か非かとい
う話になるとその辺も考えなきゃいけないん
ですけど、でも実際には、日本はそのクーデ
ターを経て、ようやく現代につながる近代化
に踏み出したわけです。そこから20年後ぐら
いには、早くも大国、清と戦争になり勝ちま
した。続いて10年後にはロシアとの満州の権
益争いの末の日露戦争ということで、非常に
大きな戦争を体験して、最終的には大東亜戦
争といいますか、第二次世界大戦で敗戦を迎
えたというような歴史があるんですけど。
　そこから、1945年から77年経って今がある
んですけどね。日本ではおかげ様でといいま
すか、大きな戦争はなく、世界中も大国同士
の真正面からの大きな戦争というのは、今ま
ではなく、でも世界中ではやっぱり世界各地
で戦争や紛争が絶えません。
　ここで、私事ながらちょっと思い出を少し
お話させていただくと、2005年に入会しまし
て、そこから３年後の2008年、猿田会長と石
川幹事の体制のときに、長期留学生でのキャ
スリン、皆さんご記憶のある方はいらっしゃ
ると思いますけど、非常にアメリカ人の可愛
い、可愛いキャスリンを留学生で迎えまして、
それでちょっと刺激強いかなと思ったんです
けど、広島の原爆ドームの見学に、実は連れ
て行ったんですよね。そこで、キャスリンは、
私から見ても頭のいい非常に聡明な子で、そ
こについていろいろと面白かったんですけど、
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その話をすると長くなるので今日は止めます
が、そこで見学の後、平和記念公園に行きま
して、折り鶴を透明なアクリル板の中に保管
してる場所があるんですけど、そこで私がふ
と、ちょっと自分が独立して、ファイナンシ
ャルプランナーという仕事を始めて数年経っ
たころだったんですけど、やはりこういう戦
争とか戦いとか、個別でいうと、本当にケン
カだとか争いだとか犯罪だとかいうのは、基
本的にやっぱり経済的に困窮してる状況、い
ずれかがですね、そういうところから始まる
なと思ったんです。
　だから、私の相談者であるとか、それから
私が関わった方に対しての、お金に対する困
窮というものはどうやったら避けられるか、
ということを考えなきゃいけないというふう
に思ったんです。それが結局は、小なりとい
えども平和の活動につながるんだなというの
を思って、一生懸命勉強しなきゃいかんなと
思った思い出があります。
　ロータリーでいえばシェルドンの教えを、
先だってちょっとお話させていただいたんで
すけど、幸せの三角形の一辺が、シェルドン
はマネー、お金であると。それが欠けると不
幸になるという下りがありましたが、ちょっ
とそれに、おこがましいですけどね、近いよ
うなことを、つい夏に思った思い出がありま
すので、ちょっとお話させていただきました。
◇米山記念奨学生の田　
甘霖さんに奨学金をお
渡ししました。

　現在、私は39歳でこのクラブでは最も若輩
者です。愛知県出身で、家族は妻と子どもが
２人、上が７歳、小学校２年生、下の子が２
歳。家族で、この４月に高知家に来ました。
趣味はなくて、休みは子どもと遊んでばかり
です。
　愛知県の北西部、岐阜・三重・愛知、東海
３県にかけて広がる濃尾平野のほぼ中央に位
置し、名古屋のベッドタウンのような一宮市
で育ちました。人口は約37万、豊田、豊橋、
岡崎に次ぐ中核都市の一つ。かつては、織物
の日本有数の生産地で、工場には九州などか
ら多くの人が働きにきており、女工の町とも
言われていました。私の実家も私が小学校に
入るぐらいまで繊維業を営んでいて、同じ敷
地内に女工さんたちも暮らしていました。高
知と一宮の共通点は、喫茶店のモーニングの
豪華さです。通常のコーヒー料金でパンやお
にぎり、あるいはパンが一斤とか、１日中モ
ーニングサービスをしている店もあります。
　私は両親と祖父母、４歳上の兄と年子の妹
の７人で暮らしていました。性格は、母に言
わせると、かなりシャイで親戚のおばさんが
来ても隠れてしまうような子どもだったそう
です。小学校低学年からボーイスカウトに入
っていました。ボーイスカウトは基本的に連
帯責任で、一人でも悪いことをすると、全員
が体罰を受けるようなこともありましたが、
ボーイスカウトの経験は、忍耐力やチームと
して働く上では、現在も生きていると思いま
す。
　愛知県は東京や大阪と比べると、中学受験
をする生徒は極めて少ない公立王国ですが、
私は中学受験をして、滝中学校に入学。小学
校６年のときは、毎日、夜９時まで塾に通い、
夕飯は母が車で塾まで届けてくれました。中
高一貫校で、高校２年まではソフトテニス部。

割合真面目にやっていましたが、せいぜい県
体会３位ぐらい。勉強面では、中学に入ると
上には上がいることを思い知らされて、苦労
しました。
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１人、町に放り出されて１軒、１軒、インタ
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•浦田健治　鬼頭さん、本日の卓話ご苦労様
でした。これからもよろしくお願いします。
•鬼田知明　鬼頭さん、本日は卓話ありがと
うございました。ご家族も高知に少しはなれ
たでしょうか？　東クラブのレクレーション
が開催されれば、ぜひご一緒に参加ください。
•関　雅明　卓話お疲れ様でした。鬼頭さん
とは同期みたいなものです。これからもよろ
しくお願いします。
•武吉佳月　先日のホタル会のゴルフで優勝
してしまいました。たくさんのハンデと一緒
にラウンドしてくれた今西さん、五百蔵さん
のおかげです。楽しいゴルフをありがとうご
ざいました。

•中平真理子　先日のホタル会のコンペお疲
れ様でした。熱中症になりかかりました。暑
い中でお世話ありがとうございました。
•𠮷永光男　立秋になりましたが、毎日暑く
て熱中症アラートが出ています。コロナも減
りません。高齢者は家におれと、濵田知事が
言ってます。出ていくところもありません。
「心配ご無用」
•増田伝郎　父の葬儀に際しまして、たくさ
んの方々から御香典等をいただきまして、あ
りがとうございました。父は亡くなる直前ま
で、好きな山仕事をしていましたので幸せだ
ったと思います。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもありが
とうございます。
◇遅刻　１件

◇増田伝郎会員挨拶
　先日の父の葬儀に際し
まして、たくさんの方々
からご香典等をいただき、
本当にありがとうござい
ました。父は亡くなる直
前まで、元気に山でシキ

ビを取っていまして、いつ亡くなったかとい
うのは、ちょっと分からないんですけど、本
当に子どもからしたら幸せな人生だったんじ
ゃないかなと。自分の好きなことをずっとや
って、最後までできたので、兄と私としても
幸せだっただろうということにしております。
　本当に皆さん、ありがとうございました。
◇会　長　報　告
　コロナ感染拡大に伴い、高知県のレベルが
１ランク上がり、高齢者の不要不急の外出は
控えてほしい。会食は自重してくれというこ
とです。一方で、岸田総理からは、各担当大
臣に医療がひっ迫しているので、負担が大き
いということでカウントをやめたいとか、一
方では重症率等々が低いということもあるん
でしょう。２類から５類に変えて、通常の重
い病気の対応ということですから、むしろあ
まり警戒をした行動というのは、今後は望ま
しくないというような流れだろうと、私は思
います。
　そういう意味で、我々東クラブの例会とい
うのは、基本的には開催すると。但し、どう
いうときに少し変わった行動をしなきゃいけ
ないとかいうことは、検討しなきゃいけませ
んので、急遽、今日臨時理事会を開かせてい
ただきまして、そこでご意見を、ある程度集
約して、行動に変えていきたいというふうに
思っておりますので、皆さま、ご協力のほど、
よろしくお願いいたします。
◇幹　事　報　告
・通常例会が開催されるという前提で、次週
は18時30分より時間変更例会、その30分前
に役員会を開催いたします。
・次々週はガバナー補佐訪問例会です。例会
終了後、第３回クラブ協議会を行いますの
で、各委員長は資料のまとめをお願いしま
す。

に電話をしていきます。
　今は、もちろんそんなことはしていません。
個人情報の観点から電話帳は使えませんし、
営業効率の点からも個人宅を回るようなこと
はしていません。若手育成の方針も変わって
います。人によって合う、合わないはあると
思いますが、私は証券会社で働くのは楽しか
ったです。当時の新規開拓の経験は、社会人
としての精神面も含めて基礎体力づくりには
なったのかなと感じています。
　新規開拓の成績もなんとかトップを取るこ
とができました。ただ、証券会社としては、
新規開拓でお客様に取り引きをスタートして
いただくのがゴールではなくて、むしろここ
からが本番です。
　ある社長さんとの話です。最初ご挨拶して
から１年以上、取り引きをしてもらえなかっ
たのですが、ある日突然、紙袋に札束をたく
さん入れて、ある株を買えと言ってきました。
新人の私にとっては初めての大口取り引きで
したが、当時はリーマンショックで100年に
１度と言われる大暴落相場でした。勉強して
一番安いところで買えと依頼されましたが、
１年かけてようやく顧客化した新人の喜びは
一瞬のもので、プレッシャーに押し潰されそ
うな日々で、ほとんど眠れなかったことを昨

日のことのように覚えています。
　4,000円のタイミングで声を掛けていただ
き、①3,400円まで下がったので買う。②１
週間もしないうちにまた下がったけど、怖く
て、ここで買い増ができなかった。③また戻
る。ここでお客さんにめちゃくちゃ怒られる。
④買い損ねたタイミングまで下がったので買
う。⑤また下がる。ここでも、ビビって怖く
て買えないという、結果的に同じミスを犯し
てしまいました。後で社長さんには、買った
株が下がるというより、下がったタイミング
でビビって買えなかったことの方を怒られま
した。
　この経験で、株式市場というのは、いろん
な人の心理状態の中で揺れ動くもので、いか
に株というものが怖いかを知りました。そし
て、この仕事は難しい、だからこそ責任感を
持って、誠実に前向きに臨まなければいけな
いものだということを学びました。このお客
様とは、その後もずっとお付き合いがあって
可愛がっていただき、いろいろ勉強もさせて
いただきました。証券マンはお客様に育てら
れるとよく言われますが、お客様を知り、信
頼関係を築く中で、お金にまつわる様々な問
題解決をしていくのが、私達の仕事だと思っ
ています。
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の日本有数の生産地で、工場には九州などか
ら多くの人が働きにきており、女工の町とも
言われていました。私の実家も私が小学校に
入るぐらいまで繊維業を営んでいて、同じ敷
地内に女工さんたちも暮らしていました。高
知と一宮の共通点は、喫茶店のモーニングの
豪華さです。通常のコーヒー料金でパンやお
にぎり、あるいはパンが一斤とか、１日中モ
ーニングサービスをしている店もあります。
　私は両親と祖父母、４歳上の兄と年子の妹
の７人で暮らしていました。性格は、母に言
わせると、かなりシャイで親戚のおばさんが
来ても隠れてしまうような子どもだったそう
です。小学校低学年からボーイスカウトに入
っていました。ボーイスカウトは基本的に連
帯責任で、一人でも悪いことをすると、全員
が体罰を受けるようなこともありましたが、
ボーイスカウトの経験は、忍耐力やチームと
して働く上では、現在も生きていると思いま
す。
　愛知県は東京や大阪と比べると、中学受験
をする生徒は極めて少ない公立王国ですが、
私は中学受験をして、滝中学校に入学。小学
校６年のときは、毎日、夜９時まで塾に通い、
夕飯は母が車で塾まで届けてくれました。中
高一貫校で、高校２年まではソフトテニス部。

割合真面目にやっていましたが、せいぜい県
体会３位ぐらい。勉強面では、中学に入ると
上には上がいることを思い知らされて、苦労
しました。
　大学は名古屋の南山大学に入学。家庭教師
や塾のアルバイトしながら、ゆっくりと過ご
しました。就職活動でも、具体的にやりたい
こともなく、塾の先生にでもなろうかと考え
ていましたが、父から、やることがないのだ
ったら一番厳しい業界に入りなさいと言われ
て、証券会社を受けました。
　当社は、2009年、ホールディングス制、持
ち株会社化になって、東海東京フィナンシャ
ルホールディングスという親会社をつくって、
その中に子会社がいろいろぶら下がっていま
す。私の勤める東海東京証券は、ぶら下がっ
ている会社の中の中核企業という位置づけで
す。高知支店は大橋通りにあり、昭和56年ま
では日興投信販売という看板で業務をしてい
ました。昭和56年に東京証券、2000年に東海
東京証券となっています。現在、仙台から福
岡まで12店舗あり、約半分が東海地域に集中
しています。最近は、各地域の地方銀行と提
携して、合弁で証券会社を創っています。
　この10年で証券会社の働き方も随分と変わ
りました。私が入社したころは、バリバリの
体育会系でした。朝７時前に出社して、夜10
時から会議、11時に会社を出て終電に間に合
うかどうかといった毎日で、入社３年以内に
６割以上が辞めていくような業界でした。４
月に入社後、２ヵ月間、隔離された場所で研
修して、６月に各支店に配属され、当日から
１人、町に放り出されて１軒、１軒、インタ
ーホンを押して回りました。部署によっては
法人や会社回りでしたが、私の役割は個人に
ターゲットを置いた営業で、午前中に200軒
回って、お昼からは電話長の「あ」から順番

•浦田健治　鬼頭さん、本日の卓話ご苦労様
でした。これからもよろしくお願いします。
•鬼田知明　鬼頭さん、本日は卓話ありがと
うございました。ご家族も高知に少しはなれ
たでしょうか？　東クラブのレクレーション
が開催されれば、ぜひご一緒に参加ください。
•関　雅明　卓話お疲れ様でした。鬼頭さん
とは同期みたいなものです。これからもよろ
しくお願いします。
•武吉佳月　先日のホタル会のゴルフで優勝
してしまいました。たくさんのハンデと一緒
にラウンドしてくれた今西さん、五百蔵さん
のおかげです。楽しいゴルフをありがとうご
ざいました。

•中平真理子　先日のホタル会のコンペお疲
れ様でした。熱中症になりかかりました。暑
い中でお世話ありがとうございました。
•𠮷永光男　立秋になりましたが、毎日暑く
て熱中症アラートが出ています。コロナも減
りません。高齢者は家におれと、濵田知事が
言ってます。出ていくところもありません。
「心配ご無用」
•増田伝郎　父の葬儀に際しまして、たくさ
んの方々から御香典等をいただきまして、あ
りがとうございました。父は亡くなる直前ま
で、好きな山仕事をしていましたので幸せだ
ったと思います。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもありが
とうございます。
◇遅刻　１件

◇増田伝郎会員挨拶
　先日の父の葬儀に際し
まして、たくさんの方々
からご香典等をいただき、
本当にありがとうござい
ました。父は亡くなる直
前まで、元気に山でシキ

ビを取っていまして、いつ亡くなったかとい
うのは、ちょっと分からないんですけど、本
当に子どもからしたら幸せな人生だったんじ
ゃないかなと。自分の好きなことをずっとや
って、最後までできたので、兄と私としても
幸せだっただろうということにしております。
　本当に皆さん、ありがとうございました。
◇会　長　報　告
　コロナ感染拡大に伴い、高知県のレベルが
１ランク上がり、高齢者の不要不急の外出は
控えてほしい。会食は自重してくれというこ
とです。一方で、岸田総理からは、各担当大
臣に医療がひっ迫しているので、負担が大き
いということでカウントをやめたいとか、一
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日のことのように覚えています。
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き、①3,400円まで下がったので買う。②１
週間もしないうちにまた下がったけど、怖く
て、ここで買い増ができなかった。③また戻
る。ここでお客さんにめちゃくちゃ怒られる。
④買い損ねたタイミングまで下がったので買
う。⑤また下がる。ここでも、ビビって怖く
て買えないという、結果的に同じミスを犯し
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した。
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可愛がっていただき、いろいろ勉強もさせて
いただきました。証券マンはお客様に育てら
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頼関係を築く中で、お金にまつわる様々な問
題解決をしていくのが、私達の仕事だと思っ
ています。



◇ロータリーソング
  「浜辺のうた」
◇来訪ロータリアン及びお客様
　高知ＲＣ　　　　　西山彰一 氏
　米山記念奨学生　　田　甘霖 さん
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
夏休みは十分取れました
でしょうか。昨日から、
高知県ではコロナに関す
るレベルが１ランク上が
って特別警戒云々。国の

方は国の方で、医療切迫というのは一緒です
が、全数カウントをやめる。それから、岸田
総理からいうと指示をしたということなんで
すけど、一応２類から５類への検討というこ
とで、行動としては反対を取らなきゃいけな
いということで、ちょっといろいろ悩ましい
のですが、今日は通常どおりの例会といたし
ます。今後のことにつきましては、後ほど会
長報告、もしくは幹事報告でお伝えしますが、
今後の対応について理事会等で検討させてい
ただきます。
　この夏、終戦記念日は何と77回目というこ
とで、振り返ってみると1945年が終戦記念日
ですから、それから77年経ってるわけですけ
ど、ふと気がつくと、その77年前はどうだっ
たのかなと、1945年からね。そうすると、76
年前ですけど明治維新なんですね。明治維新
というのも、これは一つの戦争ですよね。表

現は難しいですけど体制をひっくり返したク
ーデターということで、戦争が是か非かとい
う話になるとその辺も考えなきゃいけないん
ですけど、でも実際には、日本はそのクーデ
ターを経て、ようやく現代につながる近代化
に踏み出したわけです。そこから20年後ぐら
いには、早くも大国、清と戦争になり勝ちま
した。続いて10年後にはロシアとの満州の権
益争いの末の日露戦争ということで、非常に
大きな戦争を体験して、最終的には大東亜戦
争といいますか、第二次世界大戦で敗戦を迎
えたというような歴史があるんですけど。
　そこから、1945年から77年経って今がある
んですけどね。日本ではおかげ様でといいま
すか、大きな戦争はなく、世界中も大国同士
の真正面からの大きな戦争というのは、今ま
ではなく、でも世界中ではやっぱり世界各地
で戦争や紛争が絶えません。
　ここで、私事ながらちょっと思い出を少し
お話させていただくと、2005年に入会しまし
て、そこから３年後の2008年、猿田会長と石
川幹事の体制のときに、長期留学生でのキャ
スリン、皆さんご記憶のある方はいらっしゃ
ると思いますけど、非常にアメリカ人の可愛
い、可愛いキャスリンを留学生で迎えまして、
それでちょっと刺激強いかなと思ったんです
けど、広島の原爆ドームの見学に、実は連れ
て行ったんですよね。そこで、キャスリンは、
私から見ても頭のいい非常に聡明な子で、そ
こについていろいろと面白かったんですけど、
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その話をすると長くなるので今日は止めます
が、そこで見学の後、平和記念公園に行きま
して、折り鶴を透明なアクリル板の中に保管
してる場所があるんですけど、そこで私がふ
と、ちょっと自分が独立して、ファイナンシ
ャルプランナーという仕事を始めて数年経っ
たころだったんですけど、やはりこういう戦
争とか戦いとか、個別でいうと、本当にケン
カだとか争いだとか犯罪だとかいうのは、基
本的にやっぱり経済的に困窮してる状況、い
ずれかがですね、そういうところから始まる
なと思ったんです。
　だから、私の相談者であるとか、それから
私が関わった方に対しての、お金に対する困
窮というものはどうやったら避けられるか、
ということを考えなきゃいけないというふう
に思ったんです。それが結局は、小なりとい
えども平和の活動につながるんだなというの
を思って、一生懸命勉強しなきゃいかんなと
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すけど、幸せの三角形の一辺が、シェルドン
はマネー、お金であると。それが欠けると不
幸になるという下りがありましたが、ちょっ
とそれに、おこがましいですけどね、近いよ
うなことを、つい夏に思った思い出がありま
すので、ちょっとお話させていただきました。
◇米山記念奨学生の田　
甘霖さんに奨学金をお
渡ししました。
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うのは、ちょっと分からないんですけど、本
当に子どもからしたら幸せな人生だったんじ
ゃないかなと。自分の好きなことをずっとや
って、最後までできたので、兄と私としても
幸せだっただろうということにしております。
　本当に皆さん、ありがとうございました。
◇会　長　報　告
　コロナ感染拡大に伴い、高知県のレベルが
１ランク上がり、高齢者の不要不急の外出は
控えてほしい。会食は自重してくれというこ
とです。一方で、岸田総理からは、各担当大
臣に医療がひっ迫しているので、負担が大き
いということでカウントをやめたいとか、一
方では重症率等々が低いということもあるん
でしょう。２類から５類に変えて、通常の重
い病気の対応ということですから、むしろあ
まり警戒をした行動というのは、今後は望ま
しくないというような流れだろうと、私は思
います。
　そういう意味で、我々東クラブの例会とい
うのは、基本的には開催すると。但し、どう
いうときに少し変わった行動をしなきゃいけ
ないとかいうことは、検討しなきゃいけませ
んので、急遽、今日臨時理事会を開かせてい
ただきまして、そこでご意見を、ある程度集
約して、行動に変えていきたいというふうに
思っておりますので、皆さま、ご協力のほど、
よろしくお願いいたします。
◇幹　事　報　告
・通常例会が開催されるという前提で、次週
は18時30分より時間変更例会、その30分前
に役員会を開催いたします。
・次々週はガバナー補佐訪問例会です。例会
終了後、第３回クラブ協議会を行いますの
で、各委員長は資料のまとめをお願いしま
す。

「私の履歴書」

◇会員スピーチ 鬼頭　直也 会員

に電話をしていきます。
　今は、もちろんそんなことはしていません。
個人情報の観点から電話帳は使えませんし、
営業効率の点からも個人宅を回るようなこと
はしていません。若手育成の方針も変わって
います。人によって合う、合わないはあると
思いますが、私は証券会社で働くのは楽しか
ったです。当時の新規開拓の経験は、社会人
としての精神面も含めて基礎体力づくりには
なったのかなと感じています。
　新規開拓の成績もなんとかトップを取るこ
とができました。ただ、証券会社としては、
新規開拓でお客様に取り引きをスタートして
いただくのがゴールではなくて、むしろここ
からが本番です。
　ある社長さんとの話です。最初ご挨拶して
から１年以上、取り引きをしてもらえなかっ
たのですが、ある日突然、紙袋に札束をたく
さん入れて、ある株を買えと言ってきました。
新人の私にとっては初めての大口取り引きで
したが、当時はリーマンショックで100年に
１度と言われる大暴落相場でした。勉強して
一番安いところで買えと依頼されましたが、
１年かけてようやく顧客化した新人の喜びは
一瞬のもので、プレッシャーに押し潰されそ
うな日々で、ほとんど眠れなかったことを昨

日のことのように覚えています。
　4,000円のタイミングで声を掛けていただ
き、①3,400円まで下がったので買う。②１
週間もしないうちにまた下がったけど、怖く
て、ここで買い増ができなかった。③また戻
る。ここでお客さんにめちゃくちゃ怒られる。
④買い損ねたタイミングまで下がったので買
う。⑤また下がる。ここでも、ビビって怖く
て買えないという、結果的に同じミスを犯し
てしまいました。後で社長さんには、買った
株が下がるというより、下がったタイミング
でビビって買えなかったことの方を怒られま
した。
　この経験で、株式市場というのは、いろん
な人の心理状態の中で揺れ動くもので、いか
に株というものが怖いかを知りました。そし
て、この仕事は難しい、だからこそ責任感を
持って、誠実に前向きに臨まなければいけな
いものだということを学びました。このお客
様とは、その後もずっとお付き合いがあって
可愛がっていただき、いろいろ勉強もさせて
いただきました。証券マンはお客様に育てら
れるとよく言われますが、お客様を知り、信
頼関係を築く中で、お金にまつわる様々な問
題解決をしていくのが、私達の仕事だと思っ
ています。



◇ロータリーソング
  「浜辺のうた」
◇来訪ロータリアン及びお客様
　高知ＲＣ　　　　　西山彰一 氏
　米山記念奨学生　　田　甘霖 さん
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
夏休みは十分取れました
でしょうか。昨日から、
高知県ではコロナに関す
るレベルが１ランク上が
って特別警戒云々。国の

方は国の方で、医療切迫というのは一緒です
が、全数カウントをやめる。それから、岸田
総理からいうと指示をしたということなんで
すけど、一応２類から５類への検討というこ
とで、行動としては反対を取らなきゃいけな
いということで、ちょっといろいろ悩ましい
のですが、今日は通常どおりの例会といたし
ます。今後のことにつきましては、後ほど会
長報告、もしくは幹事報告でお伝えしますが、
今後の対応について理事会等で検討させてい
ただきます。
　この夏、終戦記念日は何と77回目というこ
とで、振り返ってみると1945年が終戦記念日
ですから、それから77年経ってるわけですけ
ど、ふと気がつくと、その77年前はどうだっ
たのかなと、1945年からね。そうすると、76
年前ですけど明治維新なんですね。明治維新
というのも、これは一つの戦争ですよね。表

現は難しいですけど体制をひっくり返したク
ーデターということで、戦争が是か非かとい
う話になるとその辺も考えなきゃいけないん
ですけど、でも実際には、日本はそのクーデ
ターを経て、ようやく現代につながる近代化
に踏み出したわけです。そこから20年後ぐら
いには、早くも大国、清と戦争になり勝ちま
した。続いて10年後にはロシアとの満州の権
益争いの末の日露戦争ということで、非常に
大きな戦争を体験して、最終的には大東亜戦
争といいますか、第二次世界大戦で敗戦を迎
えたというような歴史があるんですけど。
　そこから、1945年から77年経って今がある
んですけどね。日本ではおかげ様でといいま
すか、大きな戦争はなく、世界中も大国同士
の真正面からの大きな戦争というのは、今ま
ではなく、でも世界中ではやっぱり世界各地
で戦争や紛争が絶えません。
　ここで、私事ながらちょっと思い出を少し
お話させていただくと、2005年に入会しまし
て、そこから３年後の2008年、猿田会長と石
川幹事の体制のときに、長期留学生でのキャ
スリン、皆さんご記憶のある方はいらっしゃ
ると思いますけど、非常にアメリカ人の可愛
い、可愛いキャスリンを留学生で迎えまして、
それでちょっと刺激強いかなと思ったんです
けど、広島の原爆ドームの見学に、実は連れ
て行ったんですよね。そこで、キャスリンは、
私から見ても頭のいい非常に聡明な子で、そ
こについていろいろと面白かったんですけど、

その話をすると長くなるので今日は止めます
が、そこで見学の後、平和記念公園に行きま
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争とか戦いとか、個別でいうと、本当にケン
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本的にやっぱり経済的に困窮してる状況、い
ずれかがですね、そういうところから始まる
なと思ったんです。
　だから、私の相談者であるとか、それから
私が関わった方に対しての、お金に対する困
窮というものはどうやったら避けられるか、
ということを考えなきゃいけないというふう
に思ったんです。それが結局は、小なりとい
えども平和の活動につながるんだなというの
を思って、一生懸命勉強しなきゃいかんなと
思った思い出があります。
　ロータリーでいえばシェルドンの教えを、
先だってちょっとお話させていただいたんで
すけど、幸せの三角形の一辺が、シェルドン
はマネー、お金であると。それが欠けると不
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とそれに、おこがましいですけどね、近いよ
うなことを、つい夏に思った思い出がありま
すので、ちょっとお話させていただきました。
◇米山記念奨学生の田　
甘霖さんに奨学金をお
渡ししました。

　現在、私は39歳でこのクラブでは最も若輩
者です。愛知県出身で、家族は妻と子どもが
２人、上が７歳、小学校２年生、下の子が２
歳。家族で、この４月に高知家に来ました。
趣味はなくて、休みは子どもと遊んでばかり
です。
　愛知県の北西部、岐阜・三重・愛知、東海
３県にかけて広がる濃尾平野のほぼ中央に位
置し、名古屋のベッドタウンのような一宮市
で育ちました。人口は約37万、豊田、豊橋、
岡崎に次ぐ中核都市の一つ。かつては、織物
の日本有数の生産地で、工場には九州などか
ら多くの人が働きにきており、女工の町とも
言われていました。私の実家も私が小学校に
入るぐらいまで繊維業を営んでいて、同じ敷
地内に女工さんたちも暮らしていました。高
知と一宮の共通点は、喫茶店のモーニングの
豪華さです。通常のコーヒー料金でパンやお
にぎり、あるいはパンが一斤とか、１日中モ
ーニングサービスをしている店もあります。
　私は両親と祖父母、４歳上の兄と年子の妹
の７人で暮らしていました。性格は、母に言
わせると、かなりシャイで親戚のおばさんが
来ても隠れてしまうような子どもだったそう
です。小学校低学年からボーイスカウトに入
っていました。ボーイスカウトは基本的に連
帯責任で、一人でも悪いことをすると、全員
が体罰を受けるようなこともありましたが、
ボーイスカウトの経験は、忍耐力やチームと
して働く上では、現在も生きていると思いま
す。
　愛知県は東京や大阪と比べると、中学受験
をする生徒は極めて少ない公立王国ですが、
私は中学受験をして、滝中学校に入学。小学
校６年のときは、毎日、夜９時まで塾に通い、
夕飯は母が車で塾まで届けてくれました。中
高一貫校で、高校２年まではソフトテニス部。

割合真面目にやっていましたが、せいぜい県
体会３位ぐらい。勉強面では、中学に入ると
上には上がいることを思い知らされて、苦労
しました。
　大学は名古屋の南山大学に入学。家庭教師
や塾のアルバイトしながら、ゆっくりと過ご
しました。就職活動でも、具体的にやりたい
こともなく、塾の先生にでもなろうかと考え
ていましたが、父から、やることがないのだ
ったら一番厳しい業界に入りなさいと言われ
て、証券会社を受けました。
　当社は、2009年、ホールディングス制、持
ち株会社化になって、東海東京フィナンシャ
ルホールディングスという親会社をつくって、
その中に子会社がいろいろぶら下がっていま
す。私の勤める東海東京証券は、ぶら下がっ
ている会社の中の中核企業という位置づけで
す。高知支店は大橋通りにあり、昭和56年ま
では日興投信販売という看板で業務をしてい
ました。昭和56年に東京証券、2000年に東海
東京証券となっています。現在、仙台から福
岡まで12店舗あり、約半分が東海地域に集中
しています。最近は、各地域の地方銀行と提
携して、合弁で証券会社を創っています。
　この10年で証券会社の働き方も随分と変わ
りました。私が入社したころは、バリバリの
体育会系でした。朝７時前に出社して、夜10
時から会議、11時に会社を出て終電に間に合
うかどうかといった毎日で、入社３年以内に
６割以上が辞めていくような業界でした。４
月に入社後、２ヵ月間、隔離された場所で研
修して、６月に各支店に配属され、当日から
１人、町に放り出されて１軒、１軒、インタ
ーホンを押して回りました。部署によっては
法人や会社回りでしたが、私の役割は個人に
ターゲットを置いた営業で、午前中に200軒
回って、お昼からは電話長の「あ」から順番

•浦田健治　鬼頭さん、本日の卓話ご苦労様
でした。これからもよろしくお願いします。
•鬼田知明　鬼頭さん、本日は卓話ありがと
うございました。ご家族も高知に少しはなれ
たでしょうか？　東クラブのレクレーション
が開催されれば、ぜひご一緒に参加ください。
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ます。今後のことにつきましては、後ほど会
長報告、もしくは幹事報告でお伝えしますが、
今後の対応について理事会等で検討させてい
ただきます。
　この夏、終戦記念日は何と77回目というこ
とで、振り返ってみると1945年が終戦記念日
ですから、それから77年経ってるわけですけ
ど、ふと気がつくと、その77年前はどうだっ
たのかなと、1945年からね。そうすると、76
年前ですけど明治維新なんですね。明治維新
というのも、これは一つの戦争ですよね。表

現は難しいですけど体制をひっくり返したク
ーデターということで、戦争が是か非かとい
う話になるとその辺も考えなきゃいけないん
ですけど、でも実際には、日本はそのクーデ
ターを経て、ようやく現代につながる近代化
に踏み出したわけです。そこから20年後ぐら
いには、早くも大国、清と戦争になり勝ちま
した。続いて10年後にはロシアとの満州の権
益争いの末の日露戦争ということで、非常に
大きな戦争を体験して、最終的には大東亜戦
争といいますか、第二次世界大戦で敗戦を迎
えたというような歴史があるんですけど。
　そこから、1945年から77年経って今がある
んですけどね。日本ではおかげ様でといいま
すか、大きな戦争はなく、世界中も大国同士
の真正面からの大きな戦争というのは、今ま
ではなく、でも世界中ではやっぱり世界各地
で戦争や紛争が絶えません。
　ここで、私事ながらちょっと思い出を少し
お話させていただくと、2005年に入会しまし
て、そこから３年後の2008年、猿田会長と石
川幹事の体制のときに、長期留学生でのキャ
スリン、皆さんご記憶のある方はいらっしゃ
ると思いますけど、非常にアメリカ人の可愛
い、可愛いキャスリンを留学生で迎えまして、
それでちょっと刺激強いかなと思ったんです
けど、広島の原爆ドームの見学に、実は連れ
て行ったんですよね。そこで、キャスリンは、
私から見ても頭のいい非常に聡明な子で、そ
こについていろいろと面白かったんですけど、

その話をすると長くなるので今日は止めます
が、そこで見学の後、平和記念公園に行きま
して、折り鶴を透明なアクリル板の中に保管
してる場所があるんですけど、そこで私がふ
と、ちょっと自分が独立して、ファイナンシ
ャルプランナーという仕事を始めて数年経っ
たころだったんですけど、やはりこういう戦
争とか戦いとか、個別でいうと、本当にケン
カだとか争いだとか犯罪だとかいうのは、基
本的にやっぱり経済的に困窮してる状況、い
ずれかがですね、そういうところから始まる
なと思ったんです。
　だから、私の相談者であるとか、それから
私が関わった方に対しての、お金に対する困
窮というものはどうやったら避けられるか、
ということを考えなきゃいけないというふう
に思ったんです。それが結局は、小なりとい
えども平和の活動につながるんだなというの
を思って、一生懸命勉強しなきゃいかんなと
思った思い出があります。
　ロータリーでいえばシェルドンの教えを、
先だってちょっとお話させていただいたんで
すけど、幸せの三角形の一辺が、シェルドン
はマネー、お金であると。それが欠けると不
幸になるという下りがありましたが、ちょっ
とそれに、おこがましいですけどね、近いよ
うなことを、つい夏に思った思い出がありま
すので、ちょっとお話させていただきました。
◇米山記念奨学生の田　
甘霖さんに奨学金をお
渡ししました。

　現在、私は39歳でこのクラブでは最も若輩
者です。愛知県出身で、家族は妻と子どもが
２人、上が７歳、小学校２年生、下の子が２
歳。家族で、この４月に高知家に来ました。
趣味はなくて、休みは子どもと遊んでばかり
です。
　愛知県の北西部、岐阜・三重・愛知、東海
３県にかけて広がる濃尾平野のほぼ中央に位
置し、名古屋のベッドタウンのような一宮市
で育ちました。人口は約37万、豊田、豊橋、
岡崎に次ぐ中核都市の一つ。かつては、織物
の日本有数の生産地で、工場には九州などか
ら多くの人が働きにきており、女工の町とも
言われていました。私の実家も私が小学校に
入るぐらいまで繊維業を営んでいて、同じ敷
地内に女工さんたちも暮らしていました。高
知と一宮の共通点は、喫茶店のモーニングの
豪華さです。通常のコーヒー料金でパンやお
にぎり、あるいはパンが一斤とか、１日中モ
ーニングサービスをしている店もあります。
　私は両親と祖父母、４歳上の兄と年子の妹
の７人で暮らしていました。性格は、母に言
わせると、かなりシャイで親戚のおばさんが
来ても隠れてしまうような子どもだったそう
です。小学校低学年からボーイスカウトに入
っていました。ボーイスカウトは基本的に連
帯責任で、一人でも悪いことをすると、全員
が体罰を受けるようなこともありましたが、
ボーイスカウトの経験は、忍耐力やチームと
して働く上では、現在も生きていると思いま
す。
　愛知県は東京や大阪と比べると、中学受験
をする生徒は極めて少ない公立王国ですが、
私は中学受験をして、滝中学校に入学。小学
校６年のときは、毎日、夜９時まで塾に通い、
夕飯は母が車で塾まで届けてくれました。中
高一貫校で、高校２年まではソフトテニス部。

割合真面目にやっていましたが、せいぜい県
体会３位ぐらい。勉強面では、中学に入ると
上には上がいることを思い知らされて、苦労
しました。
　大学は名古屋の南山大学に入学。家庭教師
や塾のアルバイトしながら、ゆっくりと過ご
しました。就職活動でも、具体的にやりたい
こともなく、塾の先生にでもなろうかと考え
ていましたが、父から、やることがないのだ
ったら一番厳しい業界に入りなさいと言われ
て、証券会社を受けました。
　当社は、2009年、ホールディングス制、持
ち株会社化になって、東海東京フィナンシャ
ルホールディングスという親会社をつくって、
その中に子会社がいろいろぶら下がっていま
す。私の勤める東海東京証券は、ぶら下がっ
ている会社の中の中核企業という位置づけで
す。高知支店は大橋通りにあり、昭和56年ま
では日興投信販売という看板で業務をしてい
ました。昭和56年に東京証券、2000年に東海
東京証券となっています。現在、仙台から福
岡まで12店舗あり、約半分が東海地域に集中
しています。最近は、各地域の地方銀行と提
携して、合弁で証券会社を創っています。
　この10年で証券会社の働き方も随分と変わ
りました。私が入社したころは、バリバリの
体育会系でした。朝７時前に出社して、夜10
時から会議、11時に会社を出て終電に間に合
うかどうかといった毎日で、入社３年以内に
６割以上が辞めていくような業界でした。４
月に入社後、２ヵ月間、隔離された場所で研
修して、６月に各支店に配属され、当日から
１人、町に放り出されて１軒、１軒、インタ
ーホンを押して回りました。部署によっては
法人や会社回りでしたが、私の役割は個人に
ターゲットを置いた営業で、午前中に200軒
回って、お昼からは電話長の「あ」から順番

•浦田健治　鬼頭さん、本日の卓話ご苦労様
でした。これからもよろしくお願いします。
•鬼田知明　鬼頭さん、本日は卓話ありがと
うございました。ご家族も高知に少しはなれ
たでしょうか？　東クラブのレクレーション
が開催されれば、ぜひご一緒に参加ください。
•関　雅明　卓話お疲れ様でした。鬼頭さん
とは同期みたいなものです。これからもよろ
しくお願いします。
•武吉佳月　先日のホタル会のゴルフで優勝
してしまいました。たくさんのハンデと一緒
にラウンドしてくれた今西さん、五百蔵さん
のおかげです。楽しいゴルフをありがとうご
ざいました。

•中平真理子　先日のホタル会のコンペお疲
れ様でした。熱中症になりかかりました。暑
い中でお世話ありがとうございました。
•𠮷永光男　立秋になりましたが、毎日暑く
て熱中症アラートが出ています。コロナも減
りません。高齢者は家におれと、濵田知事が
言ってます。出ていくところもありません。
「心配ご無用」
•増田伝郎　父の葬儀に際しまして、たくさ
んの方々から御香典等をいただきまして、あ
りがとうございました。父は亡くなる直前ま
で、好きな山仕事をしていましたので幸せだ
ったと思います。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　いつもありが
とうございます。
◇遅刻　１件

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

◇増田伝郎会員挨拶
　先日の父の葬儀に際し
まして、たくさんの方々
からご香典等をいただき、
本当にありがとうござい
ました。父は亡くなる直
前まで、元気に山でシキ

ビを取っていまして、いつ亡くなったかとい
うのは、ちょっと分からないんですけど、本
当に子どもからしたら幸せな人生だったんじ
ゃないかなと。自分の好きなことをずっとや
って、最後までできたので、兄と私としても
幸せだっただろうということにしております。
　本当に皆さん、ありがとうございました。
◇会　長　報　告
　コロナ感染拡大に伴い、高知県のレベルが
１ランク上がり、高齢者の不要不急の外出は
控えてほしい。会食は自重してくれというこ
とです。一方で、岸田総理からは、各担当大
臣に医療がひっ迫しているので、負担が大き
いということでカウントをやめたいとか、一
方では重症率等々が低いということもあるん
でしょう。２類から５類に変えて、通常の重
い病気の対応ということですから、むしろあ
まり警戒をした行動というのは、今後は望ま
しくないというような流れだろうと、私は思
います。
　そういう意味で、我々東クラブの例会とい
うのは、基本的には開催すると。但し、どう
いうときに少し変わった行動をしなきゃいけ
ないとかいうことは、検討しなきゃいけませ
んので、急遽、今日臨時理事会を開かせてい
ただきまして、そこでご意見を、ある程度集
約して、行動に変えていきたいというふうに
思っておりますので、皆さま、ご協力のほど、
よろしくお願いいたします。
◇幹　事　報　告
・通常例会が開催されるという前提で、次週
は18時30分より時間変更例会、その30分前
に役員会を開催いたします。
・次々週はガバナー補佐訪問例会です。例会
終了後、第３回クラブ協議会を行いますの
で、各委員長は資料のまとめをお願いしま
す。

に電話をしていきます。
　今は、もちろんそんなことはしていません。
個人情報の観点から電話帳は使えませんし、
営業効率の点からも個人宅を回るようなこと
はしていません。若手育成の方針も変わって
います。人によって合う、合わないはあると
思いますが、私は証券会社で働くのは楽しか
ったです。当時の新規開拓の経験は、社会人
としての精神面も含めて基礎体力づくりには
なったのかなと感じています。
　新規開拓の成績もなんとかトップを取るこ
とができました。ただ、証券会社としては、
新規開拓でお客様に取り引きをスタートして
いただくのがゴールではなくて、むしろここ
からが本番です。
　ある社長さんとの話です。最初ご挨拶して
から１年以上、取り引きをしてもらえなかっ
たのですが、ある日突然、紙袋に札束をたく
さん入れて、ある株を買えと言ってきました。
新人の私にとっては初めての大口取り引きで
したが、当時はリーマンショックで100年に
１度と言われる大暴落相場でした。勉強して
一番安いところで買えと依頼されましたが、
１年かけてようやく顧客化した新人の喜びは
一瞬のもので、プレッシャーに押し潰されそ
うな日々で、ほとんど眠れなかったことを昨

日のことのように覚えています。
　4,000円のタイミングで声を掛けていただ
き、①3,400円まで下がったので買う。②１
週間もしないうちにまた下がったけど、怖く
て、ここで買い増ができなかった。③また戻
る。ここでお客さんにめちゃくちゃ怒られる。
④買い損ねたタイミングまで下がったので買
う。⑤また下がる。ここでも、ビビって怖く
て買えないという、結果的に同じミスを犯し
てしまいました。後で社長さんには、買った
株が下がるというより、下がったタイミング
でビビって買えなかったことの方を怒られま
した。
　この経験で、株式市場というのは、いろん
な人の心理状態の中で揺れ動くもので、いか
に株というものが怖いかを知りました。そし
て、この仕事は難しい、だからこそ責任感を
持って、誠実に前向きに臨まなければいけな
いものだということを学びました。このお客
様とは、その後もずっとお付き合いがあって
可愛がっていただき、いろいろ勉強もさせて
いただきました。証券マンはお客様に育てら
れるとよく言われますが、お客様を知り、信
頼関係を築く中で、お金にまつわる様々な問
題解決をしていくのが、私達の仕事だと思っ
ています。

ワイン同好会
2022年８月19日㈮　於：七福
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
217,880円
24,750円
242,630円

1,155円
620円
1,775円

219,035円
25,370円
244,405円

チビニコ 合　計

８月17日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
９月７日㈬　定例理事会
９月14日㈬　ガバナー公式訪問
９月20日㈫～22日㈭　18：30（得月樓）
　情報集会
９月28日㈬　役員会
10月５日㈬　定例理事会
10月９日㈮　高知東ＲＣ創立記念日
10月12日㈬　創立記念夜間例会
　　　　　　　　　（ザ クラウンパレス）
10月26日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　９月５日㈪　月見家族合同夜間例会
高知ＲＣ　　　９月６日㈫　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　９月８日㈭　月見例会
高知中央ＲＣ　９月８日㈭　お月見夜間例会
高知西ＲＣ　　９月16日㈮　創立記念夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　９月20日㈫　休会
高知中央ＲＣ　９月22日㈭　休会

● 出席率報告 ●

８月17日
８月３日

総数
54
－5 54

出席
35
41

欠席
0
0

メイク
アップ HC出席率

64.81％
75.93％

出席率
100％
100％

19
8

７月27日 －3 54 42 0 79.63％ 100％9
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