2021-2022 年度 RI テーマ ：奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
HIRATSUKA RC テーマ
：ともに ひらめき きらめく !
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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
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出席率 67.21 %

本日の卓話者ご紹介
野村證券(株)平塚支店
支店長 大島圭吾会員
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えば、飛び込み営業の新規開拓。ところが全くお客さん
が出来ません。さぼり癖もついてしまい、営業成績は同
期ビリ。営業から窓口業務へ異動となりました。メジャー
リーグからマイナーリーグへの降格です。一生懸命頑張
りましたが、なかなか浮上することが出来ない暗黒の時
代となりました。
そんな私に転機が訪れます。総会屋問題で社長が引責
辞任、新しい社長が就任します。その際の営業方針の転
換時に営業に復帰します。このチャンスに張り切り、海
外研修の選抜にも選ばれ、復活の足掛かりとなります。
そして、最年少の営業次席に大抜擢されました。このま
ま支店長になれる、と思いましたが、5 年間転勤できず、
地獄の日々をすごします。そして、失意の中、大阪に降
格人事で異動します。

入会記念卓話
しくじり先生
「俺みたいになるな 大島編 三度の挫折」
野村證券 ( 株 ) 平塚支店
支店長 大島圭吾
この度は、卓話の機会を頂きまして、ありがとうござ
います。せっかく頂いた機会なので、自分にフォーカス
してお話をさせていただきます。野村證券の支店長がど
んな経歴か、皆さんご興味あるのではないかと思います。
「三度の挫折」
金融機関なら一度の挫折でお終いなのに、三度挫折し
ています。何が起こり、またどうやって復活したのかお
話します。昭和 42 年生まれの 53 歳、平成 3 年に明治大
学を卒業しました。時はバブル、世の中は華やかで、株
式市場が熱狂の中、野村證券に入社します。
総合職 450 名、一般職 1500 名超の大量採用で、組織の
歯車となりました。
しかし、入社して 2 か月の 6 月、損失補てん、証券不
祥事で社長・会長が引責辞任します。華やかだった若手
社員時代が暗転します。証券会社の新入社員の仕事と言

ところが、事実上次席の仕事を任され、自分の意志で
組織を回す機会に恵まれます。そこでも張り切り、営業
成績を上げることが出来、名実ともに次席に復帰し、青
葉台支店長を拝命しました。青葉台支店は、誰がやって
も浮上しない鬼門の支店と言われていました。
一生懸命頑張りましたが 2 年でクビになり。高知支店
に島流し、また次席に降格です。しかし、高知支店で素
晴らしい出会いに恵まれます。素晴らしい支店長と現地
で働く女性たち。このメンバーを悲しませるような仕事
はしない、楽しい仕事をしようと決心します。支店長か
らは『全部任せる』と言っていただけました。また張り
切って、支店が良くなり、社内報に特集されるまでにな
りました。本当に財産と思える経験が出来ました。
そして平塚支店長を拝命し、平塚ロータリーにお世話
になっている現在に至ります。現在のモットーは『従業
員満足度』＝『お客様満足度』です。いい職場環境を提供
してこそ、お客様にいいサービスが提供できると考えて
います。様々な挫折から学びました。
できるだけ長く、平塚支店で勤務
したいと考えています。変わらぬご
愛顧をお願いします。本日は、この
ような機会を頂き、ありがとうござ
いました。
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【P28】東日本大震災によって親を亡くした被災遺児で、
大学、専門学校に学ぶ者に対して、入学から卒業まで
毎月５万円を給付し、返還を求めないとする、ロータ
リアン有志による「ロータリー希望の風奨学金」とい
う制度があります。しかし、その資金が４〜５年で枯
渇すると予測されており、維持するには毎年 4,650 万
円が必要だそうです。

幹事報告
◎9月11日(土)にアクターズミーティングが開催予定でし
たが、県内での若年層への新型コロナウィルス感染拡
大の現状から、神奈川県教育委員会より部活動原則禁
止の通知が発せられました。
よって、高校生参加のアクターズミーティングは中止
となりましたが、提唱クラブの委員会は開催予定です。
柏手会長が Zoom で参加されます。
◎米山奨学生が参加対象者となります、9月25日に予定の
米山日帰り研修旅行が11月27日に延期となりました。
◎ロータリーの友 9 月号は 8 月 31 日までに会員全員に
郵送いたしました。
皆様のお手元に届いておりますでしょうか。後程、雑
誌委員長より今月号の推薦記事のお話がありますので、
届いている会員はご用意をお願い致します。
◎緊急事態宣言が9月12日まで延長されましたことによ
り、次週9/9の例会もZoomを使ったリモート例会にな
ります。
委員会報告
○雑誌委員会 鈴木成一委員長
「ガバナー月信」 2021 年最終号
【P16】地区米山奨学・米山学友委員会の常盤委員長に１
ページ割かれております。５月 23 日にラスカホール
で開催されました、米山奨学生・米山学友合同の同窓
会についての記事です。初めての試みということで、
書かれていない苦労もたくさんあったかと思います。
是非ご一読ください。
「ロータリーの友」
【表紙】毎号、動物をモチーフにしたことわざシリーズ
になっています。今号は「虎穴に入らずんば虎子を得
ず」
。手に取った時に、何のことわざを表しているか当
ててみてはいかがでしょうか！
【P5】RI 会長のお言葉。９月は基本的教育と識字率向上
月間です。まだ全世界の成人人口の 14％が基本的な読
解力と文章力を習得していなく、その３分の２が女性。
どうすれば識字率向上によって人々の暮らしを豊かに
するための奉仕が出来るか？――それは、既にそれを
行っている団体を支援しましょう。地元の学校や図書
館に、既存のプログラムを支援できないか、必要なプ
ログラムを立ち上げられないか、相談してみましょう
とのことです。
クラブ会報委員会

◎ 平井 敬規

【P73】第 2800 地区第 5 ブロック IM 講演要旨。筑波大
名誉教授の門脇氏による講演です。SDGs を否定する
ことはなかなか難しい空気の中で、氏は、持続と開発
は矛盾し、持続可能な発展はあり得ないと言い切りま
す。また、経済競争から降りることを真剣に考えなけ
ればいけないし、我が社の売上を伸ばすことを考え続
けるだけでよいのでしょうかと問いかけます。ロータ
リアンにとって重要な理念である「職業奉仕」と、本
業で頑張ったがゆえに可能となる、重要なミッション
である「寄付」。これらと氏の主張は折り合えるのか。
大変興味深い人物だと感じた次第です。
地区委員会報告
○地区米山委員会
三荒弘道委員長
9/25 開催予定でした米山日帰り研修旅行が中止になり
ましたが、10 月は米山月間で各世話クラブで奨学生が
卓話をすることがありますので、その 25 日卓話の練習
をすることとなりました。当クラブでもブイ スアン
アン君にも 25 日に参加をしていただくようカウンセラ
ーからもお願いいたします。
また、9/12 の海岸清掃が中止となりましたが、地球環
境プロジェクトは世界では開催されます。もし、緊急
事態宣言が解けた場合は 9/26 に対応できればと思って
おります。
今週のお祝い
誕生日祝い・・・大島圭吾会員、鳥山優子会員
結婚祝い ・・・無し
入会記念月・・・飯塚和夫会員、関口幸恵会員、
嶋田政光会員
メークアップ（MUP)

0名

本日のスマイル

0名

ゲスト

0名

ビジター

0名

卓話・行事予定
9月16日(木)

Zoom 例会 ( 株 ) いかす 代表 白土卓志様

市内例会変更
緊急事態宣言発令中により、8月中は全クラブ休会中
○ 関口 幸恵

菅沼 久志

松本 崇

