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ロータリーに入会致しまし
て、２年と５ケ月が過ぎまし
た。先輩方に毎週毎週刺激を
頂いておりまして、自分自身
が日々向上していくのが目に
見えて分かります。本当にあ
りがとうございます。
本日はロータリーに入会して４回目の卓話をさ
せて頂きます。本日の卓話『育成についての雑感』
に入る前に第１回目の卓話から振り返ってみたい
と思います。
１．ロータリーに入会して〜自分のやってきたビ
ジネスについて〜
２．新春セミナー
３．外貨保有＝保全〜42：19：９のお話し〜
インターネットで『卓話』とはどういう意味な
のか調べてみました。「卓話とはロータリーにお
いてのスピーチで、内容は主に会員相互の職業及
び考え方を知る」と載っておりましたので、考え
方を知るという意味で私の思うところの育成につ
いての考え方・雑感をお話しさせて頂きたいと思
います。
【金融機関の人間なので少し経済にふれてみます】
○欧州債務問題ハンドブック入門編
○2050年までの世界の名目GDPランキング

〜本題〜
『育成についての雑感』
【会社を通じて世の中に何が出来るか】
【自分の職業を通して世の中に何が出来るか】
私はいくつかの大学で授業を受け持っていまし
て、講義や講演を行ってきました。５年ちかく大
学生と係わっています。その中で多くの学生と出
会い、いろいろな相談を受けました。
特に就職相談で悩む学生が多く、第一希望の会
社に入れないとか、どの会社が自分にあうか分か
らないなどの相談が数多くありました。就職活動
中の学生にいつも言っている事があります。第一

希望の会社に入れないとか、どの会社が自分にあ
うかとか悩むけれど、あまり関係ない、たいして
重要な事じゃないよと。なぜなら、この国に会社
は300万社ほどあるんだよ、１日１社自分にあう
会社がどこか調べたら、それだけで8000年以上か
かってしまう。株式会社だけ考えても115万社ほ
どあるので、それでも3000年以上かかってしまう。
もっと言うと、上場企業。上場企業でも3700社ほ
どこの国にはある。１日１社自分にあう会社を探
したら、10年かかってしまう。
だから、どの会社が自分にあうのか探すなんて
到底無理な話で、どの会社に入ったかなんて全然
関係ない。ビジネスをする上でそんな事はどうで
もいい。
（100％のうち0.000001％も大切じゃない）
学生に問います。それより、みんな自分のこと
が好きでしょ？20数年間いろんな事（辛い事や悲
しい事を乗り越えてきた）を経験した自分のこと
が好きでしょ？そんな自分に興味を持ってくれ
て、縁があって採用してくれた会社、その会社に
入って、その会社の仕事を通じて、ビジネスを通
じて世の中に何が出来るのか、どのように係って
いくのかを真剣に考える事が最も大切だと。（こ
っちのほうが100％のうち99.99999999％大切だ
と）だから、学生のみんなも自分が入った会社を
通じて世の中に何が出来るのか、真剣に考えて欲
しい。「その会社のビジネスを通じて何が出来る
か考えてください」と、学生に常に言い続けてい
ます。ですから、私も野村證券を使って、野村證
券を通じて世の中に何が出来るのかを真剣に考え
行動しています。
そのためにはどんどん苦労もします。順風満帆
なんてつまらないですから。喜怒哀楽を大切にし、
生きている実感を大切に生きていきます。
◇グラスとコップの話し
◇ポジティブシンキング
◇レジ打ちの話し
最後に、今、ロータリー活動が楽しくて仕方あ
りません。魅力的でワクワク致します。しかし、
非常に残念なのは、私は転勤族です。正直申しま
して、支店長は２年〜３年ぐらいで転勤してしま
います。今、松戸に来て２年半が経ちました。永
く、永く皆様方、素晴らしい先輩方と一緒に過ご
したい、この先も毎週水曜日、このバンケットル
ームに通いたい、心から強くそう思います。別れ
を考えると悲しくて仕方がありません。残りの
日々、目一杯先輩方にかかわらせて下さい。くれ
ぐれも宜しくお願い致します。
ご清聴ありがとうございました!!

− ２ −

６号議案
７号議案
８号議案
こんにちは。
数日前の産経新聞に、松戸
ロータリークラブの方は御存
じの八田與一氏のことが取り
上げられていました。
氏の業績をしのんで公園が
今年の五月に作られたそうです。
中学の教科書などにも取り上げられて、日本国
内より台湾の方が有名となっており、公園ができ
50％ほど来訪者が増えたとありました。
来年の天和ロータリー創立5周年の訪問の際に
見学に行く予定をしております。
当クラブの土、屋会員が桜を、伊原会見が伝来の
灯篭を寄贈されていますので、家族を含め親睦委
員会の小川委員長が企画しツアーを組みますの
で、大勢ご参加いただければと思います。
八田氏は戦時中に乗った船が撃沈され、お亡く
なりになりましたが、夫人は後を迫ってダムに入
水されました。
衆生平等「生きとし生けるものは平等である」
をモットーに日本人も台湾人も差別しなかったと
して、現地の人々に慕われたそうですが、奥様に
も大変慕われておられたようです。わが身を省み
て…と、いう方は会員にはおいでにならないと思
いますが。

１号議案
２号議案

３号議案
４号議案
５号議案

プログラムの件
原案通り承認。
被災者支援の件
現在２名の被災された奨学生へ松戸
RCの意思を伝え10万円ずつ義援金を
送金。
クリスマス例会の件
原案通り承認。
IMの件
継続審議。
３月天和RC訪問の件
原案通り承認。

９号議案

国際大会の件
会員へ国際大会を案内。
会計システムの件
現行会計システムに準ずる。
千葉県共同募金会寄付の件
原案通り承認。
３月家族例会を見送る。

１．クラブ内、会議・連絡事
項等の案内
①昨日、松戸RCとして杉
浦会員、伊原会員、中澤
３名が、松戸警察署へ訪
れ西野警察署長とお会いし慰問に行って参り
ました。
②本日例会終了後、理事会がございます。該当
する役員の方はご出席願います。
２．外部からの会議・連絡事項等の案内
①12月13日(火)、18:30より第12分区会長幹事会
が「ゆうえん」にて開催されます。
②ガバナー事務局より地区協議会においてクラ
ブ会報優秀クラブの表彰を行う予定なので、
12月中の会報をガバナー事務所宛に1月15日
頃迄にお送り致します。
３．他クラブ会報・その他
会報が銚子ＲＣより届いております。
４ 例会変更の連絡
・松戸東ＲＣ
12月30日 は12月22日 クリスマス・チャリ
ティ家族例会に変更
点鐘 18：00
場所 松戸商工会議所 ５Ｆ
平成24年１月６日 の例会は定款第６条第１
節により休会
・松戸中央ＲＣ
12月15日 は夜間移動例会（クリスマス会）
に変更
点鐘 18：00
場所 聖徳大学10号館14階
12月22日 は通常例会
12月29日 は定款第６条第１節により休会

− ３ −

・松戸北ＲＣ
12月20日 は家族移動例会
点鐘 18：30
場所 ザ・クレストホテル柏
平成24年１月３日 は定款第６条第１節によ
り休会
平成24年１月10日 は夜間例会
点鐘 18：30
・柏東ＲＣ
12月22日 は12月23日 クリスマス家族例会
に変更
点鐘 18：00
場所 ザ・クレストホテル柏
12月29日 は定款第６条第１節により休会
平成24年１月５日 は新年夜間例会に変更
点鐘 18：00
場所 中華料理「香蘭」
・我孫子ＲＣ
12月13日 は家族親睦旅行に変更
伊豆修善寺温泉一泊二日
12月27日 は定款第６条第１節により休会
平成24年１月３日 は定款第６条第１節によ
り休会
平成24年１月10日 は新年夜間例会に変更
５ その他
特にありません。

【誕生】織田信幸君 12日

土、
屋会員

会員52名
出席36名
仮欠16名

加藤会員

義務会員43名
義務会員31名
義務会員12名

免除会員 9名
免除会員 5名
免除会員 4名

鎌倉
大川
平松
鈴木

康裕君
吉美君
徹君
昌広君

草野
進君
松葉 則明君
中田智次郎君
篠宮
功君

土、屋
湯本

亮平君
高之君

鋸南ＲＣ
12月４日
地区クラブ研修委員会 12月10日

本日出席率

劉薇様

島村 善行君
川並 芳純君
土、肥伸一郎君
猪股 貴久君

75.0％

米山奨学生

織田信幸君／誕生祝い有難うございます。58になり
ました。年令だけは、現実から逃避したいですね。
松田茂一君／入会記念ありがとうございます。
中澤雅彦君／結婚記念日ならびに誕生日のお祝い
ありがとうございます。今月でとうとう50歳にな
ります。現在、週６日野球のユニフォームを着て
活動しております。今日も夜９時まで運動公園野
球場です。あと10年ユニフォームを着続けられる
よう頑張りたいと思います。健康であることに感
謝しております。
太田原慎一君／結婚祝いありがとうございまし
た。今年もなんとか家庭もうまくやれたんだと実
感しております。子供達は今からクリスマス例会
を楽しみにしています。これからも家族共々よろ
しくお願いします。
山田達郎君／所用のため早退させて頂きます。

【誕生】中澤雅彦君 15日
【結婚】中澤ご夫妻 3 日

【結婚】太田原ご夫妻 25日

■会員誕生日

湯本

高之君

8日

■入会記念日 松葉 則明君 平成17年12月 7 日（6年）
湯本 高之君 平成18年12月21日（5年）

− ４ −

ニコニコBOX

当日￥24,000

累計￥ 504,000

財

当日￥ 4,403

累計￥ 71,592

団BOX

文責／橋口

