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昭和 34 年６月８日、川崎市（川崎区）小田にて中学
校教員の父と母（主婦）の長男として出生。現在生家周
辺は公園や住宅に変わっており静かな街並みとなってお
りますが、当時は家の前には大きな工場が立ち並んでお
り、その環境が原因かどうかわかりませんが、喘息にか
かり 2 歳の時、横浜市戸塚区、現在の泉区中田町へ引っ
越して参りました。横浜市といっても周りは畑や田圃、
森や林に囲まれたところで、子供の頃は毎日自然の中で
楽しく遊ぶ健康な日々を過しておりました。
小・中学校は地元の学校に学び、高校は根岸線本郷台
にある県立柏陽高校に進みました。中学の頃はバスケッ
ト、高校は陸上競技の中距離走をやっておりました。学
業、部活動ともに成績はそれほど大きなものは残せませ
んでしたが ･･･。
高校時代は、主に部活動と恋に明け暮れ、あまり勉強
しない高校生活を送りました。大学はいくつか受験しま
したが運よく拾ってくれたのが明治大学商学部でした。
大学時代はごくごく普通の学生生活を送り、就職活動は
当時氷河期とも言われていましたが、幾種の会社を受け
た中、今の会社に入社いたしました。
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最初の配属は平塚支店で以降新入社員時より約 12 年
おりました。
旅行会社に就職した理由は、自分の行きたい所にいつ
でも仕事を兼ねて行けるのではと思い入社いたしました
が、最初の 2 年間は切符や定期券の販売、お得意様企
業への配達業務に従事し、３年目にやっと営業に移りま
した。
初添乗業務は当時の国鉄平塚駅との共催で旅行を募集
しており、会社に入ってまもなく５月の半ばに黒部ア
ルペンルートへ行きました。お客様は 50 歳代後半から
70 歳代前半の方々で 15 名ほどの参加者でした。行っ
たことが無い所でしたので下見をしておけば良かったの
ですが、添乗に行く指示が来たのが出発２日前で下見の
時間が無くガイドブック等資料を調べながら行くという
ぶっつけ本番状態でした。案の定黒部ダムでは道を間違
え行く予定に無い見晴らし展望台まで上がってしまい
（お天気で景色は非常に素晴らしかったのですが）、次に
乗るケーブルの出発時間が迫ってきたため、「お客様、
走りましょう！」と言ってダムの上をお客様 15 名と一
緒に走りました。何とか時間には間に合い「お客様、間
に合いました。」と後を振り返ったのですがご年配の方
は皆ハアハアゼイゼイ言いながら両手を膝につき苦しん
でおられました。お叱りを受けたのは言うまでもありま
せんが ･･･。
また若い頃の添乗業務の失敗談では、利尻・礼文島に
行く旅行が有り、千歳空港で稚内空港行きに乗り継ぐ
際、お客様お一人、ご年配の女性を空港に置いていって
しまったことが有ります。その他、
海外添乗業務が有り、
朝早い出発のためお客様の家に前の日に泊めさせていた
だいた時、寝ていた私の部屋に泥棒が入ったことが有り
ました。朝起きるまで気付かず荷物が荒らされておりま
した。当時は添乗員がパスポートを全部預かっていまし
たが、それには手はつけておらず幸か不幸かお金だけ盗
まれていました。
失敗談は他にもここで言えないほど沢山ありますが、
その後の職歴をお話いたします。その後藤沢支店、首都
圏南営業本部に勤務し再び平塚支店に営業課長として戻
り４年間ほど勤務した後教育旅行横浜支店を経て再び藤
沢支店に支店長として４年間勤務いたしました。その時

＜出席報告＞
本 日 1月13日 会員数 60名 対象者 55名 出席者 45(42)名 出席率 76.36％
前々回12月16日 会員数 60名 対象者 55名 出席者 60(55)名 出席率100.00％ MUP 0名 計555名 修正率100.00％

には藤沢ロータリーに入会しておりましたので今回で２
回目のロータリーになります。その後天王洲にあります
JTB グループ本社に約２年間勤務し、本年３月に三度目
となります平塚に戻って来ました。平塚勤務は通算 17
年に成り会社人生の半分以上を占めております。
グループ本社では危機管理担当という職に就き、グ
ループ全社における旅行の事故が起きた際、第 1 報が
現地から自分に入るという非常にプレッシャーを伴う役
割を担っておりました。24 時間 365 日緊急連絡専用の
携帯電話を肌身離さず、ひたすら「事故が起きないよう
に、事故が起きないように！」と祈る日々を過しており
ました。幸い死者を出すような大きな事故は無かったの
で良かったのですが、事故・事件や大地震が発生した際
など夜中に何度か会社まで出ました。事故や大規模災害
が起きると即時対策本部を立ち上げねばならず、そのた
め 2 年間は遠場の旅行にも行けず、飛行機や船にも乗
れず、海外旅行にも行けず、携帯電話が通じない山や地
下の飲み屋にも行けない、飲んでも酔わない程度しか飲
めない日々でした。とは言え悪いことばかりでは無く、
事故の際の情報入手先や報告先として外務省や国土交通
省・観光庁の方々とお付き合いをさせていただくという
今までに無い経験をさせていただき、今の仕事にもその
ことが活かされております。
JTB も来年 2012 年には創立 100 周年を迎えますが、
インターネットによる流通構造の変化等旅行業界を取り
巻く環境は非常に厳しくなり、時代に即応した販売ネッ
トワークの再編・構築が求められております。WEB、
グローバル営業、地域観光振興の 3 つの成長戦略を柱に、
様々な事業開発、改革を行い、次の 100 年を迎えられ
るようグループを挙げ取り組み、当平塚支店もまたその
一翼を担うよう努力しております。
最後にプライベートについてですが、家族は妻と子供
が男２人、高校３年生と中学３年生がおりダブル受験を
控えております。趣味は黒鯛釣りでしたがここ３年は全
く行っておりません。ちなみに自己最高は 50.5cm の黒
鯛です。その他にジョギングを楽しんでおり、フルマラ
ソンにも６回ほど出ました。こちらもここ３年ほど勤務
や週末に子供の野球の手伝をしている関係で長い距離を
走る暇がなかったため大会にも参加しておらず、そろそ
ろまた本格的に始めようかと思っている次第です。
今後とも宜しくお願いします。

＜幹事報告＞
＜幹事報告＞
◎第８グループＩＭについて
以前お知らせ致しましたＩＭ開催にむけて、出席のご
確認をさせていただきます。今年度の基調講演は市民公
開されます。ご家族、ご友人もお誘い合わせのうえ多く
の方のご参加よろしくお願い致します。
また、市民講座の案内を４枚ずつお配りしました。宣
伝にお使い下さいとのことです。
日時：２／ 26（土） 登録 12：40 〜
基調講演：13：20 〜
講師 加藤三郎氏
（ＮＰＯ法人環境文明２１代表）
演題 「日本を元気にする環境対策」
ク ラ ブ 会 報 委員会

◎工藤光和

野島和 夫

合同例会：15：20 〜
懇 親 会：18：00 〜 19：20
会場：平塚農協ビル「プレジール５Ｆ
お申込み締切：１／ 20（木）例会時までとさせてい
ただきます。（欠席の方もお返信お願
い致します。
）
◎地区クラブ管理運営委員会より、週報に関するアン
ケートへのご協力のお願い
締切：１/17（月）
◎ローターアクトより、
「第３回環境活動」と「第 22
回ローターアクト年次大会」のご案内
【第３回環境活動】
日 時 ：2011 年 １ 月 22 日（ 土 ）13：30 〜 16：30
（登録開始 13：00 〜）雨天決行
場 所 ：秦野市役所 なでしこ会館
登録料：１，０００円 （水質調査キット 含む）
【第２２回ローターアクト年次大会】
日 時：2011 年２月 27 日（日）
13：00 登録開始 14：00 開会式
場 所：横須賀市立総合福祉会館
登録料：３，０００円 （本大会＋懇親会 一括）
◎平塚音楽家協会 第 28 回定期演奏会「日本洋楽の旅
そのⅢ」
日時：１／ 23（日） 14：00 開演
場所：平塚中央公民館大ホール
＊招待状が２枚あります。事務局まで。
◎台南東ロータリークラブの郭 宗正会員よりカレン
ダーを頂きましたので皆様にお配りします。
＜メークアップ＞
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0名

＜本日のスマイル＞
＜本日のスマイル＞

19 名

＜ゲスト・ビジター＞
＜ゲスト・ビジター＞

０名

＜卓話・行事予定＞
＜卓話・行事予定＞
１月２７日（木） 郷土の地名を調べる会
会長 小川 治良様
２月 ３日（木） ㈱ﾗﾝﾅｰｽﾞ・ウェルネス
代表取締役 坂本雄次様
１０日（木） 米山記念奨学生
モー（ルキッラック・トリッティマー）さん
１７日（木） 動物博士・作家・たまご博士
吉村卓三様
２４日（木）→２６日（土） ＩＭへ振替
会場：平塚農協ビル「プレジール」
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現在ございません。
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