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四つのテスト
1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるかどうか？
2020-21 年度 会長：中嶋 利生

幹事：助川

昌弘

■第 2790 地区ロータリークラブ URL.http://www.rid2790.p/2018/

２１３３回通常例会

いただきました。今期、青野会員、

磨かない、そう磨く良い機会を得た

吉田会員、森永会員とはや３名の入

となります。図々しい人、彼は度胸
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しい水が入る。あたらしい水が入ら

のネガポ辞典高校生が考え、本にし
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せずに生き生きとした組織でいるた

この話をしたか？そう私がネガティ

めには新たな会員さんが必要です。

ブな人間、絶えず、前向きな自分と

そして会員同士、やさしく、交流を

もう一人の自分が脇にいます。８月

深め色々な会員の意見、職業も違う

７日の理事会において、フェロー

方々の知見を活用し勉強をして友情

シップ委員会に活動支援金を要請し

を深めていきましょう。

ましたが、そんなもの遊びだろ、と

会長報告
会長
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皆さんこんにちは。暑い日が続い

また人の考え方について、皆さ

言われ却下されてしまいました。そ

んネガポ辞典という本、ご存じで

の時もう一人の私が出そうになりま

すか？そうネガティブな考えをポジ

したが、そう自分が気づいてないこ

ティブに考えましょうという辞典で

とを指摘してもらった、人それぞれ

す。たとえば、あなたは諦めが早い

考えがあるんだよと思いなおしまし

ねという場合、ポジティブに言うと、

た。

ていますが、体調にはくれぐれも気

切り替えが早いね。次の作業に移る

とはいえ、本日フェローシップ委

を付けて皆さん行動してください。

のが早い。力を温存しているとなり

員会の存続、活動の見直しを協議し

さて、先々週ゲストで参加されま

ます。ウンチを踏んだ。これは運が

方向を決めさせていただきます。以

した、森永さんが、西クラブに入会

ついた、運気が上昇する。普段靴を

上会長報告終わります。
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①第 6 回ガバナー補佐会議の案内
日時：9 月 5 日（土）14：45 ～ 16：15

委員会報告
①親睦委員会

寺田康雄

委員長

フェローシップ活動について

場所：三井ガーデンホテル千葉
②令 和 2 年 7 月豪雨に際し、ガバナー会を通し支援の
依頼
当地区として、災害基金の余剰金より第 2700 地区
( 福岡・長崎・佐賀）、第 2720 地区 ( 熊本）へそれぞれ
100 万円を 7/17 入金の報告
③ガバナーエレクト事務所開設の案内 ( 漆原ガバナー事
務所と同居 )
④国 際基督教大学 (ICU) より、「新型コロナウイルス緊
急支援募金」寄付のお礼状
例会日／金曜日 12：30 〜
事務局／〒 277-0011 柏市東上町 7-18
例会場／ザ・クレストホテル柏
柏商工会議所会館 505
〒 277-0842 柏市末広町 14-1
TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
TEL.04-7146-1111 FAX.04-7146-2100
E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

卓

話

千葉

信哉

会員

軒並み訪問（ローリング）をやります。私も、「営業は
断られて当たり前。営業は断られてからが勝負。営業は
足で稼ぐもの。」等々の諸先輩方の教えを信じて、頑張
りました。が、先ほどお話しさせていただいたように、
日本のバブル崩壊が始まった年ですので、相場環境が非
常に悪い状況でしたので、訪問先のお客様の反応は非常
に厳しくて、渡した名刺をいきなり破かれたり、怒鳴ら
れたりは日常茶飯事で、中には塩かけられたり、庭で作
業されている方に水をかけられたりしたことも一度や二
度ではありません。それよりも、幸か不幸か、お客様に
今年 5 月に入会させていただきました、水戸証券柏

なっていただいて、株式や投資信託を買っていただいた

支店の千葉信哉でございます。初めての卓話で、緊張し

お客様に、繰り返しますがバブルが崩壊し、相場が↓の

ておりますが、一生懸命やりますので 15 分間お付き合

状況ですから、お客様になっていただき買っていただい

いいただければと思います。先輩の会員の方に「どういっ

たものが値下がりしてしまうものが多くて、当時はまだ

た内容の話をすればよろしいのか？」と質問したら、
「新

大学卒業したばかりの新人で、免疫ができていなかった

人は自己紹介でいいよ。」と言うことでございましたの

ものですから、精神的にかなりきつかったですね。（今

で、改めまして弊社、水戸証券と私の自己紹介、会社に

はへっちゃら！と言うわけではございません。）取引い

入ってからのエピソードなどを、話させていただきたい

ただいたお客様に「お前は疫病神だ」とか「千葉さんに

と思います。

出会わなければ、もっと快適な老後を過ごせたのに」「あ

弊社は、社名の通り、茨城県水戸市において、大正
10 年（1921 年）に設立されまして、来年 2021 年に

の時、（私が訪問した時）家にいなければ・・・。」等々
涙を流しながら言われることもございました。ですから、

創業 100 年を迎えます独立系の証券会社でございます。 当時は「常に辞表を片手に」ではないですけど、会社を
現在は東京の日本橋本社の他、茨城県 9 店舗、栃木県
2 店舗、群馬県 1 店舗、埼玉県 5 店舗、千葉県 4 店舗、
神奈川県 2 店舗、福島県 1 店舗の計 25 店舗で活動をさ

辞めることばかり考えてましたね。
反面、お客様に励まされたこと、教えていただいた事
も多々ありまして、川口市は、昭和 35 年に公開された

せていただいております。2020 年 3 月末現在の社員数 「キューポラのある街」（吉永小百合が出演）のロケ地と
は 720 名でございます。
私は、生まれが昭和 43 年（1968 年）で現在 52 歳

して有名でして、現在は大分少なくなってしまったよう
ですが、当時はまだ鋳物工場が結構の数残ってまして、

です。東京都足立区で生まれまして、その後すぐに両親

何軒かお客様になっていただいたのですが、気性の荒い

が今の実家である埼玉県越谷市へ引っ越して参りまして

方が多く、「そんな冴えない顔してくるんじゃねーよ。

約 50 年越谷で生活しております。家族は、子供が 3 人、 証券マンが元気なくて株なんか上がるわけねーだろよ。
27 歳の息子、24 歳と 20 歳の娘が二人、同い年の女房

日本が沈没しちまうよ。」（買ってもらった株が下がって

が一人の 5 人家族でございます。

しまっているから当たり前だろ！）

水戸証券に入社したのは 1991 年（平成 3 年）で、
日経平均株価の史上最高値が、2 年前の 1989 年（平成

翌週、笑顔を作って明るく伺ったら、機嫌悪かった・・・。
エピソード

元年）12 月 29 日につけました 38915 円 87 銭でして、 1995 年 1 月 17 日早朝に発生した阪神淡路大震災の時。
世間一般に言われております、「日本のバブルが崩壊し

朝、会社に行くと当時の営業課長に「建設株があがるぞ」

た年」に当たりまして、入社して数年間は、就職先に証 （復興需要で）予想通り、建設株が全面買い気配。とあ
券会社を選んだ時点で、自分は相場観がなかったなと後

る会社の社長（信用取引）に朝一で連絡して「買いましょ

悔ばかりしていた記憶がございます。

う！」とお薦めしたら「確かに俺も上がると思うし、儲

入社して最初の配属先が、埼玉県の川口支店でござい

かると思う。ただ、他人様の不幸に乗じてまで俺は、儲

ました。同業他社も同じかもしれませんが、水戸証券は

けようと思わない。株を買うぐらいなら被災地へ寄付す

新人は 1 年間新規開拓をやらされます。住宅地図のコ

るよ。」と言われた。私は「その通りだな。」と感動して

ピーを渡され、毎日、名刺 100 枚と営業鞄を持たされて、 「儲かれば何でも良い。」と言うものではない。と今でも

自分自身の心に刻まれています。ですから、2011 年の

の血となり肉となっています。

東日本大震災の時も（当時、館山支店営業課長）建設株、

最後に、コロナ渦の現在の相場環境についてですが、

東京電力の空売り等はやらなかった。

新聞・テレビ等で報道されておりますので御存知の方多

ただ、お客様の中には「なんで勧めないんだ？」と言
う方もいらっしゃる。難しいところ。

いと思いますが、一言で言いますと、アルファベットの
「K」の字相場。上がる株、そうでない株がはっきりと

川口支店で約 6 年勤務してその後、柏支店（当時は

別れており、今後もその傾向が続くと考えております。

高島屋さんの前、今のローソン）

今後も、我々の専門である資産運用に関してのみならず、

埼玉県の草加支店、福島県のいわき支店、川口支店、千

柏西ロータリーを通じて、地域に貢献して参りたいと考

葉県の館山支店、埼玉県の東松山支店、茨城県の守谷

えておりますので、宜しくお願い致します。

支店、そして現在、柏支店と、8 回転勤して、来年勤続
30 年となります。各勤務地で、いろいろな思い出があ

以上です。

本日は貴重なお時間をいただきありがと

うございました。

りますが、最初の勤務地である川口支店での経験が（日
本の金融危機、山一証券、北海道拓殖銀行他）現在の私

森永

誠一郎

新入会員（推薦者

中村

博亘

会員）

例会風景

これからの例会予定
月日
曜日 例会
9 月 11 日
金 通常
9 月 18 日
金 通常
9 月 25 日
金 通常
10 月 2 日
金 通常
10 月 9 日
金 通常

卓話者・他内容
鈴木桂三ガバナー補佐
青野真哉会員
ガバナー公式訪問
湯浅千晶会員・胡経諸奨学生
落合精一会員

ニコニコＢＯＸありがとう！

出席報告

★ (^^ ♪

会員数

６１名
１２名

金本会員

ふるさと協議会

欠席者

水野会員

本日戦略計画委員会お願いします

花島、東海林、江口、小溝、榊、松本隆一郎、

中嶋会長

SAA の皆さんありがとうございます

住吉、宇田川、小林正直、小林太時、馬場、

寺田会員

親睦委員会の皆さんありがとうございます

水留

勝田会員

寺田委員長いつもお世話になってます

出席率

次回の例会は

9 月 4 日 ( 金 ) 通常例会です。

クラブ会報委員／齋藤敏文、東海林康之、秋元慶一、大久保文宏
卓話・会報の原稿は kwrc.photo@gmail.com までお送り下さい。

会員
80.33％

欠席報告は、木曜日の午前中まで
※ LINE グループ「柏西ロータリークラブ」

※柏西ロータリークラブ事務局「04-7162-2323」
☆事前に欠席が分かる方は SAA にお知らせ下さい

ロータリアンの行動規範
ロータリアンとして、私は以下のように行動する。
1. 個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動する。
2. 取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の念をもって接する。
3. 自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを抱える人びとを助け、地域
社会や世界中の人びとの生活の質を高める。
4. ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。
5. ロータリーの会合、行事、活動においてハラスメントのない環境を維持し、ハラスメントの疑
いがあれば報告し、ハラスメントを報告した人への報復が起こらないようにする。

