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第 2023 回例会　2019. ７.18

前年度会長幹事慰労夜間例会　於：北習志野　「宮川」

◎本日の出席状況

　出席：30 名（28 名）中 21 名　75.00％

　欠席：伊東・藤代・平山・守屋・長野・中村・岡田・斉藤（守）・佐々木・鈴木（恭）・輪湖・山本　

　　　　（相澤・織戸）各会員

◎ゲスト：金子雅恵様・柴田ミトリ様・細田様

第 125 回ゴルフ会参加者

前年度会長幹事慰労会 ゴルフ優勝者鯨井会員

No. 2023・2024 合併号　　2019 年８月１日発行

http://xn--pck5a5dsddq9hc8756jt7fk94e.jp/


度会会長

　一年間の会長・幹事お疲れ様でした。特に水庫さん女性で男性陣を数十名引っ張って行くことは相当にし

んどかったことでしょう。でもやり遂げた今はかなりの自信になったことでしょう。これからも仕事に家庭

に全力傾けそして、会にもちょぴり余力を下さい。また、縁の下の力持ち鈴木幹事も十分がんばりました。

お二人共素晴らしいコンビでした。

草野幹事

１．地区会員増強・維持拡大セミナーのお知らせ

　　日　時：2019 年８月 31 日（土）　

　　受　付：13：30　点鐘 14：00 ～　閉会：17：00

　　場　所：TKP ガーデンシティ千葉　４Ｆ（カンデオンホテルズ千葉内）

　　　　　　千葉市中央区問屋町１－ 45　TEL  043 － 302 － 1721

　　出席者：岡田会員増強統括委員長・度会会長・草野幹事

　　締　切：アンケート　８月９日（金）　　　登録料：無料

　　　　　　セミナー申し込み：７月 31 日（水）迄

２．第２グループ合同家族会のお知らせ（再報告）

　　日　時：８月 24 日（土）　17：15 ～ 18：45　ジンギスカン食べ放題

　　場　所：サッポロビール工場　船橋市高瀬町２　

　　会　員：7,000 円　家族成人：5,000 円　中学生：2,000 円　奨学生：1,000 円

　　締　切：概算７／ 24　　本締切：８／６　希望者は事務局迄お願いします。

・本日は会長幹事慰労会、ありがとうございました。やっとパスト会長の仲間入りです。 水庫　直子

・前年度会長・前幹事一年間ご苦労さまでした。 山口　習明

・前会長・幹事ご苦労様でした。又本日は妻と一緒に参加させていただきました。ありがとうございました。

 柴田　正道

・前会長・幹事ご苦労様でした。新会長に乾杯！今日のゴルフ完敗です。 藤井　仁毅

・今日、ゴルフと前会長・幹事慰労会大変楽しく過ごしました。ありがとうございました。 斉藤　英明

・前年度会長水庫様・幹事鈴木様、一年間大変お疲れ様でした。今日を迎えられおめでとうございます。ク

ラブの一ページを飾られました。 事務局　西川

・織戸ゴルフ会会長へ、お世話になりました。第 125 回コンペ、鯨井会員優勝おめでとう！！参加の皆様お

疲れ様でした。 山﨑　新一

・鯨井会員優勝おめでとうございます。まさかレデイースティーからのプレーじゃないですよね。上達目覚

ましいくプロ目指しますか？ 鈴木　隆男

・久しぶりにハーフ 41 を出させていただきました。鯨井さん、次回はスクラッチで勉強させてください。

 大家　浩明

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



・斉藤英明会員・鈴木隆男会員、松本健会員、今日は楽しくラウンドさせてもらい 高のショットもでて満

足、ありがとうございました。 遠田　　毅

・優勝おめでとう！鯨井さん、自己ベストおめでとう！松ちゃんの 37 も素晴らしい。 草野　宏隆

・皆さま！私に負けていいのですか？？以上です。 鯨井　祐介

・県民体育大会のゴルフの部、船橋市の代表に選ばれました。船橋東ロータリークラブの名を汚す事との無

いようにします。会場は姉崎カントリークラブです。 大原　俊弘

前年度会長・幹事慰労夜間例会　会計報告

日時：2019 年 7 月 18 日　18：30 ～　　場所：北習志野「宮川」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

収　入 単位：円

項　　目 金　　額 備　　考

参 加 者 会 費 100,000 5,000 円× 20 名

食 事 費 60,000 第 2023 回例会分

合　　　計 160,000

支　出 

項　　目 金　　額 備　　考

宴 会 費 160,000 8,000 円× 20 名

合　　　計 160,000 うなぎ「宮川」

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ７月 18 日　14,000 円 累計　71,000 円

以上ご報告いたします



第 2024 回例会　2019. ７.25　晴　司会　水庫会員

　ロータリーソング　「手に手つないで」

◎本日の出席状況

　出席：30 名（27 名）中 23 名　85.20％

　欠席：伊東・平山・守屋・松本・鈴木（隆）・長野・輪湖・斉藤（守）・（相澤・織戸・柴田）各会員

◎ビジター　　　船橋 RC　ガバナー補佐　青木　忠茂様

◎メークアップ　７／ 18 分　　鈴木（恭）・中村・岡田～理事会

度会会長

　先日の土曜日に相澤会員と御能の舞台を見にゆく約束をしたのですが時間に来ません。しばらくして電話

がして、もう駅に着いたので喫茶店でお茶をしてるとの事ですが喫茶店の名前を言わないので折り返しの連

絡を入れましたが留守電です。それで喫茶店さがしです。

　４件目の喫茶店で手を振る女性二人組に遭遇しました。

　なんと、水原会員親子でした。連れの女性を訪ねると“娘”ですと。

　家内と水庫さんは以前も飯田橋で偶然お会いしたとのこと、かなり私のテリトリーに入り込んできてるみ

たいです。どちらかというと父親似かなと私が言うと家内は母親似だと言い張るのでどっちでもいいやと思

いました。

　実は水道橋に宝生会館という能楽堂がありまして、そこで宝生流の舞を行っております。その一派で朝倉

流がありまして息子の幼稚園から高校まで同期の朝倉大輔君が跡取りとして第 11 代として代替わりの発表

会に相澤夫妻と行って来たのですが、かなり喜んで下さったのでお誘いがいがありました。ただ今度からは、

現地集合にしようと決めました。

草野幹事

１．例会臨時変更のお知らせ：船橋南 RC

　・７月 31 日（水）の例会は移動例会　場所：屋形船吉野屋　時間：18：00 ～

　・８月 14 日（水）の例会は定款により休会

本日の卓話　「私の履歴書」佐々木隆幸　会員 卓話を楽しく拝聴しました

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



２．ガバナーノミニー・デジグネイト（2022 ～ 23 度ガバナー）候補者推薦のお願い

　　国際ロータリー細則第 14 条により推薦者を公募いたします。

　　・推薦の場合　：９月９日（月）午後５時までに

３．クラブ米山委員長会議のお知らせ

　　日　時：2019 年８月 31 日（土）　登録：13：00　点鐘：13：30　閉会：16：00

　　場　所：三井ガーデンホテル千葉　千葉市中央区中央１－ 11 －１　TEL　043 － 224 － 1131

　　出席者：山本米山委員長　　登録料：3,000 円

４．船橋市より、船橋市表彰条例に基づく善行表彰　推薦について

　　船橋市表彰条例第５条５号による　「市民の模範となり通算 15 年以上の活動実績のある方」の推薦依頼

により　岡田　敏男会員を推薦いたしました。（2006 ～ 2007 年度会長）

５．2019 年４月規定審議会制定案 19 － 35「欠席のメークアップに関する規定を改正する件」への対応につ

いて

　　諸岡靖彦ガバナーより

　※今までの「例会前後 14 日間にメークアップ出来る」と言う規定が同年度以内と大きく緩和されました

が、当地区においては無用の混乱を排除するため以下のように行うことを推奨いたします。

　１）　例会出席のカウントはこれまで通りに記録してください。月間出席率はよく 15 日までにガバナー事

務所に報告。

　２）　毎月のメークアップはこれまで通り例会の前後 14 日以内としてカウントしてください。毎月の出席

率は暫定出席記録となります。

　３）　毎月の出席記録を積み上げて、半期ごとに累計したものを半期の暫定記録として、これに 14 日間を

超える半期以内のメークアップを加算して、半期出席記録としてカウントしてください。

　４）　年度末出席日数の算出は、年度以内のメークアップ日数を加算して、会員個人ごとにカウントしてク

ラブの年間出席率としてください。

　５）　出席免除会員の記録は、出席した日数のみが出席率の分母、分子に反映されます。

　　　※以上重要なお知らせです。よろしくお願いいたします。

６．８月の例会予定表をお配りいたしました。ご参考にしてください。

　　尚、８月 29 日（木）はガバナー公式訪問です。今から予定に入れて欠席の無いようお願いします。

◎各委員会報告

　各委員会活動計画発表

　・会計／クラブ広報統括委員会　　　　　　　　　　鈴木（恭）委員長

　・管理運営統括委員会／プログラム委員会　　　　　遠田委員長

　・会員増強・退会防止委員会　　　　　　　　　　　藤井委員長

　・ロータリー情報委員会　　　　　　　　　　　　　鯨井委員長

　・奉仕プロジェクト統括委員会／国際奉仕委員会　　大原委員長



　　　　本日の卓話 　　「私の部分的な履歴書」

 佐々木　隆幸　会員　

　私は旧日興證券（現 SMBC 日興証券）に入社以来９つの支部店を経験しましたが、もっとも変化率の高

かった、大きく飛躍することができた入社４、５年目のお話をしたいと思います。

　 初の配属支店には３年間在籍しました。飛び込み訪問や電話アプローチ等伝統的手法でお客様を作って

くる（開拓する）のが主な仕事です。かなりのアプローチ量をこなさないと話すらできない現実にうんざり

して、日々を消化するのが精一杯で能動的に仕事に取り組めませんでした。気が付けば３年が経過しており

４年目の春に転勤が決まりました。

　大した成果も残さずに転勤するため、次の異動先の支店での待遇は予想通りのものでした。期待値は相当

低いため、重要なお客様は担当させてもらえませんでした。自業自得なのですが、明るくない未来を直視さ

せられました。会社を辞めることも考えました。

　しかし、そんな環境下でも直属の上司にはとても恵まれました。人間味のある方で私の心情を察して、と

にかく私を一人前の証券マンに育ててやろうと期待を込めて接して下さいました。この人のためなら全力で

働ける、そんな魅力的な人でした。

　これまでの反省も込めて１年間は猛烈に働こう、それでだめなら会社を辞めようと決心し今後の支店を代

表するような重要なお客様を自ら開拓すると覚悟を決めました。

　日々の事務連絡や営業方針の確認等が行われる「朝礼」には全く参加せず、朝から外訪して新規開拓を行

いました。お取引をしてもらいたい見込みのお客様を 10 件程度に絞り込み、会えないこと、相手にされない

ことを前提に毎朝通いました。簡単な資料を持参して訪問し、不在ならポストに投函するか、受付の方に手

渡しして毎日通っている痕跡を残しました。

　そうは言っても、相手にされずに通い続けるのは非常に虚しい、つらい。何度も挫折しそうになりました。

そんな時には「もしかしたら、今日お会いできて、それがきっかけで取引を始めてくれるかもしれない！」

と自分に言い聞かせてなんとか継続しました。

　 初は怪訝そうな表情で資料を受け取ってくれた受付の方も通っているうちに打ち解けてきます。特に雨

の日はチャンスです。誰も来ない中を訪問するので印象が良くなると思い訪問活動を継続しました。

　そんな活動を半年ほど継続すると、一件の資力ある見込みのお客様が口座開設し取引を初めて下さいまし

た。「毎日来てくれるから根負けしたよ。まとまった金額を振り込むから儲かる株を教えて欲しい」という天

にも舞い上がるような嬉しい言葉を頂戴し、この仕事の醍醐味を体感できました。

　しかし、喜びも束の間で次の壁にぶち当たりました。てっきり私のことを信用し私の提案を受け入れて下

さると思っていたのですが、私の提案より上司の提案、会社としての提案を教えて欲しいとそのお客様に言

われてしまいました。確かに取引のきっかけは私ですが、入社４年目の若造の提案に大金を投資してもらえ

るほど甘くはなかったのです。

　取引は上司に任せ、私は新規開拓を継続する一方で知識の拡充を急ぎました。日々の新聞、ニュース、会

社の提供する経済レポートを以前より入念に読み込み、資格取得にも意欲的に取り組みました。知名度の高

い資格取得には数年を要しましたが日々の勉強の成果と密度の濃い実務経験が奏功し、取引開始の数ヶ月後

には、私のオリジナル提案をそのお客様に受け入れられるようになりました。

　不思議なもので一件のお客様ができると精神的な余裕も出てきたせいもあり、次々とお客様を開拓できま

した。地域を代表するお客様ともお取引をいただけるようになりました。



　その間、様々な取引手法や相場に対する洞察力を身につけ、天性のコミュニケーション能力？も相まって

１年半後には支店のトップセールスになりました。赴任当時はいつ辞めるかを考えていたのに、支店の稼ぎ

頭となり周りからも期待される。今思うと見事なＶ時回復を演じることができたと感じています。私のやり

たいように働かせてくれた上司には今でも感謝しておりますし、お客様には感謝してもしきれません。これ

まで成功してこられる過程で蓄積された有形、無形のアドバイスを頂けたり、時には厳しく叱って下さった

り、何より親子ほども歳の離れた私をビジネスパートナーとして認めて頂き大金を預けてお取引頂ける。こ

れは表現のしようがありません。

　 後に、この一連の経験を通しての気づきとして、人との縁を大切にしたいこと、努力は必ず報われるこ

と、そして何より（Ⅴ字回復する必要などないように）コツコツと業務に取り組む必要性を後輩に伝えてい

きたいと思います。

・新年度スタートおめでとうございます。 船橋 RC ガバナー補佐　青木　忠茂

・佐々木さん、私の履歴書いろいろ変わり身の早さは素晴らしく、関西弁が良く似合います。ロータリーも

その調子で活躍してください。 草野　宏隆

・佐々木さんのお話、興味深く聴きました。 藤井　仁毅

・佐々木会員の弁舌なめらかな私の履歴書楽しく拝聴“りん”投稿文も読ませてもらいました。船橋東 RC

に入会されたこと良かったですね。 遠田　　毅

・佐々木会員、山あり谷ありの人生体験が見事実られたことと思います。私は学生時代、友人の車に乗りド

リフトを経験しました。 山本　宏子

・本日娘が退院しました。孫はあと一週間入院になる予定です。 金子　研一

・所用の為、早退します。申し訳ありません。 大家　浩明

・佐々木会員、私の履歴書を楽しく、京都同志社大学、確か斉藤守会員と同じか。私の長男も一浪で同志社

大学、今は製薬会社です。 岡田　敏男

・佐々木隆幸会員、私の履歴書の発表、とても興味深く拝聴いたしました。色色なアルバイト経験をお聴き

し素晴らしい人生を過ごされてると思いました。 水庫　直子

・佐々木隆幸会員の「私の履歴書」の卓話ありがとうございました。「姿好し」「頭好」「ゴルフも上手し」

 山﨑　新一

・私の履歴書ありがとうございました。 山口　習明

・皆さん、色々ありがとうございます。 斉藤　英明

・先日はゴルフコンペでの優勝ありがとうございました。10 万円のドライバーを買うタイミングかもしれま

せん。 鯨井　祐介

・鯨井さんゴルフコンペ優勝おめでとうございます。次回までにさらに練習してコンペに臨みます。

 佐々木　隆幸

今 週 の ニ コ ニ コ BOX ７月 25 日　15,000 円 累計　86,000 円



次週予告　８月１日（木）

　　　　　・理事会　11：00 ～

　　　　　・例　会　12：30 点鍾

　　　　　場所：クロスウェーブ船橋

　　　　　卓話：三つのお祝い　会員スピーチ

８月１日（木）　三つのお祝い　会員スピーチ
　　　　　　　理事会
　　８日（木）　
　　15日（木）　お盆休み休会
　　　　　　　（定款第７条第１節による）
　　22日（木）　ガバナー補佐訪問
　　24日（土）　第２回会長幹事会
 サッポロビール園　
　　29日（木）　ガバナー公式訪問
 鎌ヶ谷 RC と合同　

週報今週の担当　　　中　村

８ 月 の プ ロ グ ラ ム


