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Kashiwa Nishi Rotary club ARCHIVE(柏西ロータリークラブ アーカイブ) 

柏西 RC の歴史的重要な資料を収集、保存したものをデジタル化し、インターネット上で公開する新しい取り組みです 

 

柏西ロータリークラブ会報 第２１８３号 

第２２１６回 夜間例会 

２０２２年１１月２５日  金曜日   

１８：００～１９：００  
 

 

会長報告 会長 塚本 英夫 
先週のパストガバナーの卓話は職業奉仕についてでしたが、

私なりに理解しました。 

 

実はこの度、柏の葉３丁目町の道路修繕工事を柏市から受注

しました。全面改修工事で通行止めをして作業する工事です

が、道路幅が狭く条件的にはあまり良くありません。 

 

しかし、そこは元々私が住んでた所で知り合いもたくさんい

ます。そして、テニス仲間の何人かから「道路が悪くて音が

したり家が振動するから早く直してよ」と言われてた場所で

す。なので、条件を考えずに入札しましたし、住民のみなさ

んが満足するような工事を完成したいと思っています。 

 

さらに、工期は２月中旬までありますが、地域が静かなお正月を迎えられるように優先

して 12 月中の完成を目指します。これから説明会を開いて工事内容を説明していくわけ

ですが、出来る限り町会の要望に応えていくつもりです。私はこうゆう事も立派な職業

奉仕かなと思いますが、いかがでしょうか？ 

 

さて、今日のメインのお話ですが、市内３クラブの応援もありましたが大沼リーダーの

采配で予定通り２６の小中学校と４つの幼稚園にサケの卵とプロジェクトのパンフレッ

トを届けてまいりました。どこの子供たちも興味深々でたいへん楽しみにしていたよう

です。これから卵に餌をあげて孵化する様子を観察するわけですので、何かを学び取っ

てくれたら幸いです。 

 

稚魚の利根川への放流は 2 月 17 日を予定しています。さまざま理由で辞退している学校

もありますが、ライブ配信で状況が変わることがあると思います。継続しましょう！ 
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 幹事報告 幹事 寺田 康雄 

 
1,柏東 RCより『クリスマス家族例会』への 

招待状(会長・幹事） 

日時；12月 22日(木）18:00点鐘 

会場；ザ・クレストホテル柏 

 

R財団への寄付に対し、表彰品の贈呈 

髙田住男会員；マルチプル PHF5回目 

 

 

ニコニコ発表 
 

本人誕生日    木村 和俊会員 

         東海林康之会員 

 

結婚記念日    東海林康之会員 

 

パートナー誕生日 東海林康之会員 

 

ニコニコ（^^♪  寺田 康雄幹事（本日欠席してすみません） 

         浅野 肇 会員（ロータリー研究会 世界奉仕デー ロータリー 

フォトイメージコーディネーター賞頂きました） 

         上田かおり会員（一生無理だと思ってたゴールド免許取れました） 

 

卓話  小林 さおり 新会員 

 
私は、1970年（昭和 45年）2月 5日に、自営業の父

とパート勤めの母の間に次女として生まれました。 

 

小さい頃は「橋の下で拾ってきた」とよく言われ、

何度か橋の下を見に行ったこともありましたが、わ

たしは父と瓜二つなので間違いなく両親の子です。

3 つ上の姉と 3 つ下の弟がおり 3 人兄弟です。姉は

家庭を持ち兵庫県に在住。弟も家庭を持ち実家近く

に住んでいます。私だけいまだ独り身でございます。 

 

故郷は北陸の福井県福井市で県人口が 75.3 万人

（千葉県の 1/8）、県庁所在地の福井市人口 25.8万

人（柏市の約 1/2）とても人口が少なく知名度、魅

力度が低い県です。しかし福井には誇れるものがた

くさんあり、有名なランキングでは「幸福度日本一

Today's Table Speakers 
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ランキング」では今年も全国１位で５回連続の１位となりました。繊維・眼鏡などのも

のづくり産業を中心に安定した雇用環境があり、働く女性の割合や共働き率も高く、経

済的に安定しています。 

 

また、三世代同居・近居も多く、子どもは親や祖父母に見守られながら安心して勉強や

運動に打ち込める環境があり、学力・体力の高さにつながっています。なんといっても

「越前蟹」が有名ですね。そんな福井の中で私は一番の繁華街でいわゆる飲み屋街の中

で育ちました。わたしが大人になり飲み歩くようになったのはそういうことですね。ち

なみに嶋田会員と同郷で嶋田さんのご実家は日本海に近く、夏には多くの家族が集まる

福井最大の鷹栖海水浴場があります。海の幸がとても美味しいところです。入会後、嶋

田さんから「同郷だよ」と声をかけられたときはとても嬉しくなぜか安心しました。同

郷の先輩が親睦活動委員長なので微力ながらサポートさせていただきたいと存じます。 

 

話を戻します。想像がつかないと思いますが、わたしは小学 3 年生まではいつも母親

のスカートの裾を掴んで歩き、内気でとても怖がりな女の子でした。多分、成績の向上

がきっかけだと思いますが自信がついたせいか、クラスメイトとどんどん話が出来るよ

うになり気が付けば、中学校を卒業する時にはムードメーカー的な存在となっていまし

た。人と関わることが好きで楽しい毎日を過ごしていました。しかしその後、高校受験

に失敗し、初めての挫折を味わいました。その時はじめて、努力しなければ結果はない

と気づき、確信し、その後は何事にも「努力」、「挑戦」するようになりました。子供

のころと変わり、今のわたしの性格は「ウルトラポジティブ」です。一時期流行った動

物占いでは「黒ヒョウ」です。黒ヒョウは誠実で正直、正義感がある一方、誰に対して

も積極的に話しかけるタイプのようです。 

 

さて、成人を迎え、平成 2 年 4 月に今や話題の日興証券 福井支店に入社いたしまし

た。私にはやりがいのある仕事でした。ここで少し会社の沿革（えんかく）をお話させ

ていただきます。今年 104 年目を迎えましたが、埼玉県川島町出身の遠山元一（げんい

ち）様、美術品収集家としても名高い方、この方が日興証券の創業者でおられます。

1918 年（大正 7 年）に川島屋商店を創設、1939 年

（昭和 14 年）には川島屋証券会社を設立し、1944

年（同 19 年）旧日興証券（1920 年 6 月、日本興業

銀行が債券専門証券会社として日興証券を設立）と

合併し日興證券株式会社が設立されました。その時

の社長が、遠山元一様です。2001 年（平成 13 年）

10 月に日興證券株式会社は日興コーディアル（誠

心誠意）証券に社名変更し、2008 年（平成 20 年）

1 月 23 日に上場廃止となりました。2009 年（平成

21 年）10 月から三井住友フィナンシャルグループ

の子会社となり、2011 年（平成 23 年）4 月からＳ

ＭＢＣ日興証券として新たにスタートしておりま

す。改めてこの一年、世間をお騒がせしており心よ

りお詫び申し上げます。私は、営業マンとして地元

の福井支店に入社し約13年の勤務、のち4支店（京

都、広島、川越、大阪支店）で中間管理職を経て、
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４支店大泉、大津、自由が丘、柏の支店長を拝命しました。 

 

RC には支店長になってからお世話になっています。柏西 RC を除くと東京練馬西 RC に 1

年 9 か月、大津 RC2 年半、目黒 RC3 年半在籍し、主に親睦活動委員会メインでの活動と

少しだけですが SAA と週報のサポートを経験させていただきました。特に印象に残って

いるのが大津 RC で会員数が約 120 名、お顔とお名前を覚えるのに半年以上かかりました。

運営面では初めに 30 分の食事をした後、1 時間の例会があるので毎週１時間半の例会で

した。そして 100％出席が必須だったため、1 周 200 キロの琵琶湖を走り回りメイキャッ

プするのが大変でした。わたしは転勤があるため、毎回短期間の在籍で中途半端なこと

しかできずご迷惑ばかりお掛けしていますが、できる限りの事をしていきたいと思いま

す。ロータリアンとして出会った方はお世話になった方ばかりで、一人として忘れるこ

とができません。 

さて話は変わります。私の趣味は、趣味というより好きな事は、この場でお話しする

のはおこがましい事ですが 10年前に始めたゴルフです。初ラウンドは広島のゴルフ場で

どこか忘れましたがスコア 180を大きく超えていました。8年たった 2年前でようやく

120台。飛距離を出すためには筋力が必要だと教えられ、「加圧トレーニング」に通っ

ていた 2年間だけ 100を切ることができました。初めて 100を切ったのは高知の黒潮カ

ントリークラブでした。土砂降りの中でのラウンドが記憶に残っています。しかし今で

は２割増し！！やはり「努力しなければ結果は出ませんね」。練習とラウンドを重ねな

んとかまずは 100切を目指したいと思います。あとはヨガ、旅行、グルメくらいが趣味

ですかね。お酒はビール、ハイボール、芋焼酎、赤ワイン（重め）が好きです。 

最後になりますが、 

柏に来て半年が経過しました。当初は本当に右も左も分からず手探りで過ごしてきま

したが、RCの諸先輩方からのご指導、アドバイスも受け少しずつですが慣れてきまし

た。仕事もプライベートも楽しみながら、この素

晴らしい街で少しでも地域貢献に尽力したいと思

います。又、ロータリーのお誘いをいただき、仕

事を通じて社会貢献する、「他人のことを思いや

り、他人のために尽くす」という奉仕の理念に感

銘を受けました。先輩方の皆様にご指導賜りなが

ら更に社会貢献・地域貢献していく所存です。精

一杯努力して参りますので、お手柔らかに今後と

もご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げま

す。ご清聴ありがとうございました。 

会員数５５名   欠席者０名   出席率１００．００％ 

 

例会動画リンク   第２２１５回 通常例会 

 https://youtu.be/qNms-Mkq-Sg  
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例２０２２－２３ さけたまプロジェクト 卵配布  １１月２５日（金） 

 

  

 

 

 

⇑さけたま配布メイキング映像は、ロゴマークを⇑ 

クリック又はタップすると見れます                                                                          

https://youtu.be/lfA7B_djaII

