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地区ゴルフ大会報告 草野会員

晴

司会

地区ゴルフ大会集合写真

山口会員

ロータリーソング 「それでこそロータリー」
◎本日の出席状況
出席：24 名（21 名）中 14 名

66.67％

欠席：大原・山本・藤代・長野・平山・斉藤（英）・松本（相澤・遠田・鯨井）各会員
◎メークアップ：山﨑・草野・大原・平山

会 長 挨 拶

各会員

～地区大会記念ゴルフ大会

鈴 木（ 恭 ） 会 長

私の会長としての任期もあと残すところ１ヶ月となりました。既に大きな行事は終了しており、次年度の
活動に向けてその準備と引き継ぎ、また会長を退いても１人の会員として次年度の活動に協力をしていける
ことを念頭に残りの期間を過ごして参りたいと思います。
さて相変わらず慌ただしい世の中で、誤入金の大半が取り戻せたと安堵したのも束の間、せっかく引き上
げた船を落としてさらに深いところに行ってしまったり…その中でも混迷を深めているのはウクライナの情
勢です。
「ロータリークラブ、ロシア」でネット検索をかけるとある日本のロータリークラブでロシアのウクライ
ナへの侵攻に対して、非難の声明を発信しているクラブも見受けられました。ロータリークラブは政治的に
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中立であり、個別にどこかを非難したりするべきではないと私は思います。ロシアにも侵攻を正当化する理
由が国内的には存在するし、その是非を判断するのは政治のすることだと思っています。ロータリークラブ
としては、戦争により人々が亡くなったり家を追われたりすることを憂い、当事国を含め世界中のロータリー
クラブと連携して、できる支援や協力を行うのが良いのかと思います。戦争状態でも非難の応酬だけでなく、
国レベルでなくてもどこかでつながりを持って欲しいと思います。
ロシアにもロータリークラブはあるようで、ウラル山脈から東側のアジア地域にがメインの様です。地区
としてはアメリカのアラスカと同じ地区であるとの資料を見つけました。2004 年頃にはロシアからの初め
てのガバナーも誕生したしたとも聞いており、時差 11 時間で広大な地区を統括していた様です。反面ウラ
ル山脈の西側のヨーロッパ側ではあまり活発にはなっていないとも言われています。またウクライナにも
ロータリークラブは存在し、現在戦争地域になってるところにも７つのクラブに 110 人以上の会員がいるそ
うです。また戦争地域以外の西側の地域では、ロータリークラブへ会員の加入が増加してるとも聞きました。
東側の困窮している地域への支援をするためが理由とも書いてありました。
ロータリークラブとしては、個別に批判したい気持ちもわかりますが、それよりもロータリアンとしての
つながりを重視して、支援をできたら良いと思います。

幹 事 報 告

三須幹事

１．５月 27 日（金）に第２グループ会長幹事会

新旧引継ぎ式が開催されます。

出席者：鈴木（恭）会長・三須幹事・中村会長エレクト・水庫次年度幹事
山﨑ガバナー補佐エレクト・岡田次年度ガバナー補佐幹事
２．創立 45 周年記念事業として寄付をしました「ロータリー希望の風奨学金」よりお礼状が届いております。
３．2021 － 22 年度４月の MCR レポートが届きましたので回覧致します。
４．ロータリー米山記念奨学委員会より「米山奨学生を交えて懇親会開催について」
ご案内です。参加希望の方は事務局までお願い致します。

◎各委員会報告
地区ゴルフ大会報告
大原会員の活躍について
親睦委員会
６月 16 日の夜例会のお知らせ及び、出欠について事務局へ早めに返事をすること。

本日の卓話

「私の履歴書」

行方

良宏

「私の履歴書」というと日経新聞で六十年以上続いている、これまで数多くの偉大な政財界の方やスポー
ツ選手が寄稿している人気連載でして、それに比べますと私にはまだまだ身分不相応感が否めませんが、自
己紹介くらいの気持ちで聞いていただけると幸いです。
新潟県十日町市出身で大田区にある飛行機部品を製造している会社に勤めていた父と代々梅屋敷という下
町育ちの母との間に昭和五二年三月十六日、当地にて男三兄弟の三男として生まれました。兄二人の後の三
人目ですから母親曰く「あら、また男の子笑」が本音みたいで八十を過ぎた両親に未だに笑いながらぼやか
れます。
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私が三歳の頃、父親の会社の関係で富里市に引っ越し高校卒業までの一五年間を過ごしました。ここでも
ぼやきが一つ、母親の大工さんへのリクエストは一つだけ「男三人だから取っ組み合いをしても壊れない丈
夫な家」を建てたらしいのですが、私たち三兄弟はほぼ全く喧嘩らしいけんかもすること無く全く無駄だっ
たわとの事です。そんな両親と三兄弟の末っ子で育った私ですが、母親に似ていつもニコニコ・ポジティブ・
人懐っこい性格に育ちました。両親は決して裕福という訳ではありませんが色々な習い事をさせてくれまし
た。習字・そろばん・ピアノ・剣道などです。特に剣道は兄の影響で自然と始めて小学時代ながら県大会で
まあまあ上位のところまで進むくらい打込みました。
人生のターニングポイント①
ここで私の中の人生のターニングポイント①がきます。中学入学する時に兄も剣道部に入部していました
し両親もそうすると思っていた中で、私は剣道部ではなくバスケットボール部に入部しました。母親と決し
て剣道が嫌いという訳ではなかったのですが剣道部は三年間坊主頭ですし、当時 NBA が日本でもメジャー
になってきだした時で何となく「かっこいいな～女の子にもモテそうだな～」くらいの気持ちでしたから母
親と大喧嘩になり一週間位毎日説得しました。もちろんそんな不純な動機であることは一言も言えませんで
したが「三年間絶対やめない」約束で頑固な母親が許してくれました。
そんなこんなで夢と希望をもってやっとの思いで入部したバスケット部・・・・ところがです、私のその
夢と希望は初日から崩れ去れました。なんと入部時は坊主頭にするとの指令が当時二年生の指導係野田先輩
から下りました。敢えて名前を出したのは今でも忘れられないくらい衝撃的な一言でしたし、鬼にしか見え
ませんでした。
（本当はとっても優しい尊敬できる先輩です）。そしてもう一つ、十三歳の私はバスケットボー
ルというスポーツを遊びの延長くらいに考えていましたが、本当は長距離走と並んで体力的にきついスポー
ツだという事です。
一年生の夏までは毎日朝練・放課後と五キロづつ走り込み、筋トレ（腕立て・腹筋・背筋・スクワット）
を五十回×五セットだけの毎日が続き、夏までには四十人いた新入部員が二十人くらいになっていました。
ただ夏以降は仲間と切磋琢磨しながらバスケットボールに打ち込む青春時代をバスケットに傾けました。
人生のターニングポイント②
大学入学が私の人生のターニングポイント②です。私は市川市の千葉商科大学付属高校に通っていたので
そのまま大学に進学することもできましたが、あえて受験して横浜にある神奈川大学に進学しました。十八
歳の私は横浜という都会での一人暮らしに憧れが決め手でした。学生時代は現在まで続いている親友達との
学業・遊び、そして少しでも両親の負担を減らすために四年間続けたバイトと掛け替えのない時間を過ごせ
ました。そしてもう一つ、教授との出会いです。その先生は簿記会計の教授なんですが、それよりも「お金
の歴史や価値」
「資本主義の歴史や未来」といった一見難しそうな内容をとてもユーモアを交えて教えてく
ださったんです。そこで学んだことが〝今のままの資本主義が続くことは無い増税・インフレの時代が必ず
来る〟という事でした。
人生のターニングポイント③
私はそうなった場合必ず投資の時代が来ると考え、現在の日産証券（株）に入社しました。入社以来大阪
六年・本店十四年勤務し、現在北習志野二年目です。
数多くの上司や先輩のおかげで二十二年間比較的順風満帆に来たとよく周りからは言われます。でもそん
なことはなく特に入社以来あの人のおかげだなと思える人が二人います。
一人目は大阪に配属時の教育リーダー的先輩です。最初に言われた事は「行方はすっごく伸びるか、直ぐ
辞めるかのどっちかだな」と言われました。
「え？？」となりますよね。ずっと後になってその先輩に当時
のことを聞いたら「よく言ったら人懐っこいけど、悪く言ったら軽く見られてしまう。金融機関としてお金
を扱っている以上一本筋が入った安心感を身に付けないと潰れて辞めてしまう」という意味で言ってくれた
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みたいです。後になって考えたら、その先輩から社会人としての礼儀礼節、お客様対応に至るまで私に足り
ない何かを厳しく教育してくれてた気がします。当時は毎日帰るのは二十三時過ぎ、休みは日曜日だけの日々
が続きましたが不思議と辛い、辞めたいと思ったことは一度もありませんでした。大阪の右も左もわからな
い私に仕事終わった後や日曜日は毎日食事や遊びに連れて行ってくれたり公私ともにお世話になりました。
私個人としての力を付けさせてくれたのがこの先輩との大阪時代です。
そしてもう一人が本店に移動してからの上司です。（現営業本部長で本人にも未だに感謝の気持ちは伝え
られてません）
当時管理職としても順調に成績を残していた私に徹底的にダメ出しをしてくれたのがこの方です。自分で
はそのつもりはなかったのですがどこか天狗になっていた私を管理職として成長させてくれたと思ってま
す。よく言えば背中で見せる、プレイングマネー的な管理職を目指していた私に、「社員の仕事を取るな、
社員の居場所がなくなるだろ。社員はお前の駒じゃないんだよ」と何度も怒られていました。理解するまで
に本当に悩み苦しみ人生初の帯状疱疹になりました。
一貫して管理職の仕事として言われたことは、社員の方に仕事をしてもらう上での打ち出しと社員の後方
支援、そして想定される事を常に考えて何が起きても想定内になるように準備しとく事、でした。
私に伝えたかったことは、５人～ 10 人の組織なら個人の力で何とでもなりますが、20 人を超えてくると
個人の力だけではいつか詰まってしまう、でも組織として仕事をしていく事の重要性を徹底して教えてくれ
たんだと思います。もし私が以前の考えのままでしたら今のポジションにはいなかったと思いますしとって
も感謝しています。
一方で私生活の方では、社内で出会った女性と 2004 年に結婚し、現在９才と５才の男の子に恵まれました。
家内は京都出身で容姿は私とは真逆のタイプで「すらっとした美人な奥様」とよく言われます。
仕事柄、家事や子育てを任せっきりになってしまう事も理解してくれており、一人で完ぺきにこなしてく
れる、私にはもったいない奥様です。二年前に他界した彼女の父親が京都で会社経営をしておりロータリー
クラブにも加入していたので今回私の加入を喜んでくれております。機会がありましたらロータリーの皆様
にもご挨拶させていただきたいと思っています。
さて、こうして現在まで私が勤めている日産証券という会社ですが、他の証券会社とは少し違って、証券
会社なのに金に強みの持った会社です。もちろん株式・投信・債券などの取り扱いも致しておりますが、お
客様のポートフォリオに金を加えていただき資産保全や時には資産形成にお役に立ちたい・そして利益金を
地金に変えて保有して頂きたいと 50 年近くきた会社です。昨年の貴金属取り扱いは 76 トンにもなります。
一言で「金」と言いましても金地金・金 ETF・金関連株・商品デリバティブ取引と色々なラインナップ
ございます。
折しも今年はロシアウクライナ問題などもあり、四月に史上最高値を更新し連日 TV や新聞を賑わしてお
りました。だだ、根本的な金の上昇要因はそれが原因ではないと考えているので八〇〇〇円は通過点で行く
行くは上げ下げしながら一万円を大きく超える値段が出てくると私共は考えております。
私共は「証券会社で金を買う時代」をキャッチフレーズに全国の本支店の店頭で地金の受け渡しを行って
おります。
さて、最後になりますが、今回寄稿するにあたり、ロータリークラブへの入会させて頂いた事で、自分の
四十五年間を振り返る良い機会になりました。皆様方に本当に感謝です。そして改めて両親をはじめ家族・
友人、そして今まで出会ったすべての方々のおかげで今の自分があるんだと思い返させていただきました。
これを胸に改めて今後の自分の人生を歩んでいきたいと思います。今後ともご指導のほどよろしくお願いい
たします。

ÔÈÅǽÒÏÔÁÒÙǽÃÌÕÂǽÏÆǽÆÕÎÁÂÁÓÈÉ ᴪ ÅÁÓÔ

×ÅÅËÌÙ ÒÅÐÏÒÔ

・行方さん、私の履歴書ありがとうございました。温厚な人柄がにじみでるようなお話でした。鈴木

恭浩

・行方さんいい履歴書でした。良い先輩良い奥様に恵まれてよかったですね。

藤井

仁毅

・行方良宏会員「私の履歴書」ありがとうございました。人柄が少しわかりました。

山口

習名

・行方会員“私の履歴書”ごくろうさまでした。バスケット部、大学入学した時の話、楽しく聞かせてもら
いました。私は大学紛争のこと以外ありませんでした。

岡田

敏男

・行方会員、人柄をあらわす楽しい卓話ありがとうございました。投資の世界にいる人ではないような気が
しました。
・行方会員、「私の履歴書」卓話ありがとうございました。

織戸

豊

中村

和一

・行方会員の私の履歴書、楽しく拝聴しました。中学のバスケ部のお話、とても良かったです。きっとお上
手なんでしょうね。

水庫

直子

・行方会員へ「私の履歴書」楽しく話をされて益々「好感度 UP」苦労は無いんですか？

山﨑

新一

・行方会員、引き続き順風満帆の人生を歩んでください。私は波瀾万丈の人生です。

鈴木

隆男

・早退させていただきます。

斉藤

守

今 週 の ニ コ ニ コ BOX

６月のプログラム
６月２日
（木） 理事会
三つのお祝い・会員スピーチ
８日
（水） 第２グループ次年度会長幹事会
顔合わせ
９日
（木） 創立45周年記念例会
16日
（木） 夜間移動例会 場所ふなぞう
18：00受付 18：30点鐘
23日
（木） 各委員会 活動報告発表
30日
（木） 各委員会 活動報告発表
最終例会乾杯
新旧会長幹事バッチ交換・
新役員の宣誓式
週報今週の担当

水

庫

５月 26 日

10,000 円

累計

688,000 円
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