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本日の卓話者ご紹介

卓 話

2020-2021年度 RI テーマ
HIRATSUKA RC テーマ　

：ロータリーは機会の扉を開く
：手を差し伸べよう。まずはあなたの隣から

2020 10 15 3280 3280

10 15 64 62 48(47) 76.20

10 1 64 62 41(41) 66.13 72.58454

　皆さまこんにちは。昨年 6 月に入会させて頂きました
渡邉です。本日はこのような機会を頂き有難うございま
す。拙い話で恐縮ですがお付き合いください。

プロフィール
　
　現在 53 歳、夫と娘が一人ずつおります。今も仕事を
続けていられるのは母を始め家族の支えがあってこそで
す。私は 1967 年埼玉県鳩ケ谷市に生まれ高校まで埼玉
県の公立に通いました。大学は二松学舎大学文学部中国
哲学科に進み、卒業後社会勉強のつもりで新日本証券に
入社いたしました。

新日本証券
　
　中国語が出来るという触れ込みで債券部に配属になり
ましたが使い物にならず、国内市場で債券営業に従事す
ることになりました。債券市場は主に機関投資家が参加
する市場で株と違い多くは取引所で売買されず相対取引
という形で取引されます。未だに人が『売りたい』『買い

「新入会員卓話」

みずほ証券㈱ 平塚支店
支店長　渡邉 美和

みずほ証券㈱ 平塚支店
支店長 渡邉美和 会員

たい』大声を出して取引するもので証券界の中でも変わ
り種、一部では債券村と呼ばれています。

転職

　1997年当時夫婦は同じ社屋で働けないという決まりが
あったことから転職をすることにしました。英語が話せ
ない私を迎え入れてくれたのはＢｌｏｏｍｂｅｒｇとい
う情報端末の会社です。適当な英語のせいで誤解を呼ぶ
こともありつつも仕事を始めた頃、第一勧業銀行の子会
社、第一勧業証券から債券の仕事をしないかと声をかけ
て頂き、1年で 2度目の転職をします。転職の決め手の
一つに興銀系である新日本証券とは別系列の会社である
ことがあったのですが、その後 3 行合併してみずほが
発足、証券も合併し以前の仲間と 10 年ぶりに一緒に働
くことになりました。

支店

　2016年、初めての支店、浦和支店法人部に部長として
配属されることになりました。初めてお客様の資金調達
をお手伝いする仕事をさせて頂き、1件ＩＰＯを成功さ
せることが出来ました。2018 年平塚支店に支店長とし
て配属させて頂き平塚の地で働かせて頂いております。

　地域と共に発展することしか我々の成長の道はありま
せん。この平塚で働かせて頂いていることに感謝し、我々
にできることを模索していきます。
本日はご清聴ありがとうございました。



　「まるでオリンピックの入場行進のような感じで、学生
が国旗を持って入場するの。それで自分の国の国旗が見
えるとその国の人たちが立ち上がって、手をたたいたり
手を振ったりして……。それだけのことなんだけど、こ
んなに感動するとは思わなかった。」

　10年ほど前、清水孝一会員は、ロータリー国際大会の
すばらしさをこのように説明してくださいました。私が
国際大会に参加しようと思ったきっかけは大きく 3つあ
ります。1つは、今紹介した清水孝一会員の言葉です。
そんなに感動するなら一度は行ってみたい。素直にそう
思いました。
　
　2つ目はその年の開催場所がポルトガルだったからで
す。これは本当に偶然なのですが、その当時一番行きた
いと思っていた国がポルトガルだったんです。興味を持
ち始めた国際大会に参加できる上、行きたかったポルト
ガル観光もできる。まさに一石二鳥です。ところで、国
際大会に行くための方法を皆さんはご存知でしょうか。
方法は 2通り。ロータリーが指定する旅行代理店にお願
いするか、自分で旅行代理店を探すかです。ロータリー
の指定代理店にお願いする場合は、国際大会の登録など
もすべてやってもらえます。手続きや準備が楽になるの
で、私も最初は指定代理店にお願いするつもりでいまし
た。しかし見積もりが約 100 万円。お金がかかるのは分
かっていましたが、さすがに高すぎるのであきらめよう
と思っていました。

　しかしこの話を当時の JTB 平塚支店長小林会員に話し
たところ「そんな値段あり得ない！半分で行かれますよ」
と言って下さいました。そのため、指定代理店はやめ、
JTB さんにお願いすることにしました。その節は本当に
お世話になりました。

　私が国際大会に参加しようと思ったきっかけの 3つ目
は、当時の RI 会長が日本人の田中作治さんだったからで
す。田中作治さんは日本から選出された 3人目の RI 会長
です。1975年に八潮ロータリークラブのチャーターメン
バーとして活躍され、RI 理事、ロータリー財団管理委員
などを歴任されました。
そんな田中作治さんとの出会いは国際大会から遡ること
3年。ホテルニューオータニでの立食パーティーです。
私は当時在籍していた桐本会員とそのパーティーに出席
していたのですが、その時、ロータリーバッジをつけて
食事や飲み物を運んでくれるとても気の利いた男性がい
ました。もちろん、その男性は私たちのところにもやっ
てきました。飴もくれました。
桐本さんと「親切なおじさんだね」なんて話をしていた
のですが、実はその方が田中作治さんだったのです。決
して偉ぶることなく、謙虚で紳士的で、人柄の良さがに
じみ出ていました。

　そんな田中作治さんが RI 会長として 2013 年ポルトガ

会長報告
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ル・リスボンで開催される国際大会でスピーチをするの
なら、ぜひ聞きに行きたい。それが、私が国際大会に参
加しようと思った 3つめのきっかけです。

　さて、私が国際大会に参加できたのは、今回の話に登
場した清水孝一会員、当時ＪＴＢの小林会員、RI パース
ト会長田中作治さんの存在があったからです。また、そ
れ以外にもたくさんの方々とのご縁がありました。それ
ぞれの出会いというのは偶然で瞬間的なものかもしれま
せん。しかしそうした偶然のひとつひとつは、どこかで
繋がり合っていて、人生を大きく変えるきっかけとなり
ます。

　国際大会の参加はまさに私のロータリー人生を大きく
変えました。清水会員が話された「感動」という言葉も
今ならよくわかります。だからこそ、みなさんと一緒に
国際大会に行きたい。あの感動を味わってもらいたい。
そう思います。

　今回の話も、皆さんが国際大会に興味を持ってもらえ
るきっかけの一つになればうれしいです。

田中作治 RI 会長 (2012-2013）
http://www.hayama-rc.jp

https://ja.wikipedia.org/wiki/ リスボン
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卓話・行事予定

市内例会変更
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ガバナー補佐訪問 　吉野龍彦 AG
休会
地区米山奨学・米山学友委員会　
　常盤卓嗣委員長、山口紀之委員
ガバナー公式訪問　
　久保田英雄G、吉野 AG

幹事報告

◎20-21年度地区大会は厳しい環境の中、10月18日 (日 )
　鎌倉芸術館にて、開催されます。
　今年度は鳥山会長、柏手会長エレクト、江藤幹事のみ
　の出席で行われます。

◎先日、皆様にご協力いただきましたインド・ニューデリー
　南西 RC の Gupta パスト会長より届きました新型コロナ
　ウイルス感染患者搬送用車両調達のための緊急支援要請
　への募金について
　9月 24 日は 39,160 円、10 月 1日は 5,000 円で
　合計 44,160 円となりました。
　10 月 13 日に送金致しましたので、ご報告いたします。
　これらは感染者搬送用車輛2台購入費に充てられます。
　ご協力ありがとうございました。

みずほ証券(株)　平塚支店
(有)オフィスマルクラ

髙橋賢二会員、常盤卓嗣会員、
三荒弘道会員、森誠司会員

現在ございません。
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クラブ会報委員会　◎ 葛西 敬　○ 浅野 康　　近藤 憲司　　又城 雅弘

委員会報告

○クラブ会報委員会　葛西敬委員長
　10月1日の例会後に委員会を開催しております。委員会
　報告を未提出の委員長は提出を至急お願い致します。

○地区米山奨学・米山学友委員会　山口紀之委員
　皆様のお手元にハイライト米山が配布されております
　が、是非ご覧いただき、米山事業へのご理解をお願い
　したいと思います。
　今月は米山月間で、各クラブへ出向いて米山奨学・学
　友会についてご説明をしております。
　平塚RCは11月5日に常盤委員長がお話に来られます。

別室より ZOOMを使って幹事報告をされる江藤幹事

鈴木麻璃奈様
中丸雅仁様

◎来週は吉野 AG のご訪問です。そして11/12 は久保田
　ガバナーの公式訪問となります。
　当日の詳細についてはこれから決め、後日皆様にお知
　らせ致します。例年、例会後 1:30 より懇談会を設けて
　おります。今年も開催の予定ですので、皆様もその時
　間に予定を入れずにご出席をお願い致します。

◎事務局のコピー機がカラーコピー機に替わりましたので、
　ご報告致します。皆様もご利用下さい。

◎9月30日付けで、2021-22年度第 2780地区第 8グルー
　プのガバナー補佐及びオンツー・ヒューストン国際大会
　委員会委員に平塚ロータリークラブ、鳥山会長のご就任
　が正式に決定いたしましたことを皆様にご報告いたします。

会長より誕生日祝いを受け取られる高橋建二会員


