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BE THE INSPIRATION

　本日、新会員卓話を担当させていただきます、昨年3月
に入会させていただきました益山です。入会から1年5カ
月些か新鮮味には欠けますが、よろしくお願いします。
　今日は、自己紹介を兼ねました経歴と、職業柄、旅に
関するお話をさせていただければと思います。
　私は昭和42年 11月に鎌倉で生まれました。26歳の時
に結婚し、現在は横須賀の久里浜に住んでいますが、両
親は現在も鎌倉に住んでいます。子供の頃は野球に夢中
になりジャイアンツの長嶋・王に憧れましたが、当時の
巨人戦はチケットが取れず、父親に連れて行ってもらっ
たのは川崎球場ばかりでした。こうした父の刷り込み教
育のおかげでベイスターズ魂が宿り現在に至っています。
祖父・祖母・親戚が山好きだった影響もあり、高校時代
は山岳部に所属しました。週末は丹沢を中心に、またシー
ズンには北アルプス、南アルプス、八ヶ岳などを仲間と
ともに縦走しました。中でも奥穂高岳から見た、夕焼け
の美しさは今でも忘れられない思い出になっています。
また高校時代は山岳部の活動の他に、応援団に所属して
いました。夏は野球部、冬はサッカー部が全国大会に出
場したこともあり、毎日のように校歌をメロディーライ

ンなしに歌い続けていた記憶があります。応援団では 1
学年先輩の団員がいなかったこともあり、2年生で団長
代行となりました。この時の 3年生のチアリーダーが女
優の鈴木保奈美さんでした。16 歳の団長代行と 17 歳の
チアリーダーの間に何があったか！この場では語れませ
んが・・・・今でも色鮮やかな思い出になっています。
　大学時代は、競技スキー部に所属しました。12 月か

「私の経歴と旅のチカラ」
卓 話

株式会社 JTB 神奈川西支店 支店長
益山　賢太

ら 3月のシーズン中は
学年末試験の時期を除
き 3か月程度、合宿生
活を送りました。男同
士での相部屋生活は悲
惨なものがありました。
朝起きた時に、頭上に
干してあった仲間のパ

ンツが自分の顔の上にあったこと・・そのパンツは洗い
忘れであったこと・・。私は鎌倉育ちでしたので、技術
系の種目では北国育ちには歯が立たず、ダウンヒルや
スーパー大回転といった高速系の種目をメインにやって
いました。北海道の幌加内という日本最低気温観測地の
ある合宿所で、日々ヘルメット着用で練習していました
ので、「恋人はサンタクロース」などという当時はやっ
たスキーソングは聞かず、浜田省吾ばかり聞いていまし
た。大学時代最後の大会を控えた 4年生の 1月に右足を
骨折、同年 4月に松葉杖姿のまま日本交通公社平塚支店
に入社し、最初の半年間は電話番という、「幸せな結末」
とは正反対の学生生活のエンディングでした。
　27 年前の 1991 年、私の社会人生活はこの地、平塚で
スタートしました。初めの 3年間は学校を担当し修学旅
行の営業・企画・添乗を経験しました。その後 8年間は、
主にお寺の団体参拝を担当、京都・奈良の有名な寺院の
他、四国のお遍路さんや全国の観音霊場巡り、各宗派の
本山参拝などで全国を行脚しました。11年半の平塚勤務
の後、東京に転勤し総務系の仕事を9年、企画仕入を3年、
横須賀支店長を3年経験し、昨年2月に15年振りに平塚
の地に戻ってきました。若いころお世話になったお客様
にも再会でき、本当に幸せな会社員人生だと、運命の神
様に感謝しています。
　経歴の話はこの位にして、旅に関する話を一つしたい
と思います。題して「旅のチカラ」です。入社２年目だっ
たと思います、私は修学旅行の営業を担当していました。
男子生徒のみの工業高校の九州修学旅行の添乗に行った

時のことです。生徒の 3割くらいは、今ではすっかり見
なくなりました “鶏のトサカ頭” にサングラス着用で氣
志團のような姿でした。先生にも悪態をつき大変な思い
をしましたが、何故かバスガイドさんの言うことには従
順でした。4日間の行程を終え、寝台列車で帰るために
博多駅に向かうバスの車内で、ガイドさんがお別れに「神
田川」を歌い始めた時のことです。それまでさんざん悪
態をついていた “トサカ頭” が一斉にサングラスをかけ、
鼻をシクシク鳴らし始めたのです。そんな彼らの一人が
帰りの寝台車で私のところに来て、「将来、鉄道関係の
仕事がしたくなった」と言ってきました。自分にとって
この修学旅行が最高の思い出になったので、旅に出る人
のお手伝いがしたいと。その後、営業でこの学校を訪問
した際に、彼が鉄道会社受験のため、トサカ頭をやめた
話を先生から聞きました。彼がどうなったか詳細はわか
りませんが、旅が彼の人生の転機になったことだけは間
違いないと思います。
　ハレの場でもある、「旅」は近年、マーケティングや
メンタルヘルス等、様々な場面での利用が推進されるよ
うになりました。旅にはいろいろな出会いや感動、そし
て自分の内面を含めた新たな発見があります。皆さんも
大変お忙しいと思いますが、たまには、こうした「旅の
チカラ」を利用し、人生に彩りを添えていただければと
思います。
　本日は、このような機会を与えていただきありがとう
ございました。平塚ロータリークラブに入会し、まもな
く 1年半になりますが、会員の皆様から色々な話を伺う
ことができ、私も人生の幅を広げることができたと思っ
ています。この場をお借りし、感謝申し上げます。また、
今後ともご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

入会（平成29年3月2日入会）記念卓話

株式会社 JTB神奈川西支店 支店長
益山 賢太 会員
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現在ございません。

東洋思想家　境野勝悟様
トレンドマイクロ社　柳様
三荒弘道会員

委員会報告

山口紀之会員
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　今日は、自己紹介を兼ねました経歴と、職業柄、旅に
関するお話をさせていただければと思います。
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は山岳部に所属しました。週末は丹沢を中心に、またシー
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の美しさは今でも忘れられない思い出になっています。
また高校時代は山岳部の活動の他に、応援団に所属して
いました。夏は野球部、冬はサッカー部が全国大会に出
場したこともあり、毎日のように校歌をメロディーライ

ンなしに歌い続けていた記憶があります。応援団では 1
学年先輩の団員がいなかったこともあり、2年生で団長
代行となりました。この時の 3年生のチアリーダーが女
優の鈴木保奈美さんでした。16 歳の団長代行と 17 歳の
チアリーダーの間に何があったか！この場では語れませ
んが・・・・今でも色鮮やかな思い出になっています。
　大学時代は、競技スキー部に所属しました。12 月か

卓話者ご紹介

平塚北ロータリークラブ　
写真右）会長　八日市屋 敏雄様
写真左）直前会長　根岸 君代様

・親睦委員会　副委員長　山口 紀之
　台風の影響で26日(日)に順延となりました「花火大会見学
　家族例会」に、多数の方にご参加いただきありがとうござ
　いました。 本日のお帰りの際に会費のお支払いの済んで
　いない方はよろしくお願いいたします。

・IT委員会　委員長　元吉 裕員
　9月29日の例会の卓話でマイロータリーの解説を行います。
　是非、クラブ全員の登録を行っていきたいと思います。
　当日、スマホ、PCを持参いただければ登録できます。

・開示報告
　10月1３日・14日の地区大会の出欠席が本日の締め切り
　となっています。出欠席の回答をお願いいたします。

◎平塚北ロータリークラブ会長の八日市屋 敏雄（ようかいちや
　としお）様と前年度会長の根岸君代様が本日ご訪問されて
　います。
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田川」を歌い始めた時のことです。それまでさんざん悪
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　本日は、このような機会を与えていただきありがとう
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◎本日は湘南ステーションビル株式会社平塚店長の丸茂 淳
   （まるも　あつし）様の入会式を行います。

◎2018-19年度　地区大会
　　
　　会期　　  10月13日（土）～10月14日（日）
　　第2日目　10月14日（日）　茅ヶ崎市民文化会館
　　　
         新世代交流会 　9:30　受付 11:00　閉会
　　本会議　　　　茅ヶ崎市民文化会館大ホール
　　　　　　　　　11:30　受付・登録 12:30　点鐘
　　大懇親会　　　茅ヶ崎市総合体育館
　　　　　　　　　17:15　開宴　18:30　閉宴
　本日30日が締め切りとなります。未回答の会員は回答を
　お願いいたします。

氏名 : 丸茂　淳 会員
職業 :湘南ステーションビル（株）
　　　  取締役支店長
横浜生まれ千葉育ち
1991 年 JR 東日本入社
その後主に駅ビル事業を担当。現在まで、アトレ、千葉
ステーションビル（ペリエ）等の駅ビルに勤務し本年7月
までは JR 東日本都市開発において船橋駅ビル等の開発
業務に携わっておりました。本年7月に湘南ステーション
ビル取締役平塚店長として着任。
家族 ：妻、1男、1女。趣味：旅行。

新入会員ご紹介

まるも  あつし

氏名：益山 賢太 会員
生年月日：昭和 42 年 11月10日生れ
職業：（株）JTB 神奈川西支店　支店長
家族：妻、一男、一女
趣味：マラソン、野球観戦

ますや ま  けんた


