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2018 年 2 月 8 日　第 2723 回例会 ／ 2 月 22 日　大 2724 回

◇ 国際ロータリー会長
　　　イアン H.S. ライズリー （Sandringham RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　大谷　新一郎（相模原南 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　宮本　清志（横須賀南西 RC）
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓秋本　清道
　　　副 会 長︓鈴木　正孝
　　　幹　　事︓土田　成明
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓高木　　巌
　　　副委員長︓笠倉　正弘
　　　委　　員︓奥山　浩司
◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘
◇ 例会場　三浦商工会議所
　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎 3 丁目 12 番 19 号
◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346
◇ website　http://www.miura-rc.jp
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ロータリー︓
変化をもたらす

2018 年 2 月 8 日　第 2723 回 例会
◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　ロータリーソング 『我らのなりわい』

　

　先ほど金田で火事が起き
たということで秋本会長は
そちらに行っております。
こんにちは。とても久しぶ
りに秋本会長の代理を務め
ます。前回秋本会長だった
ときにも私はやはり副会長
でしたけれども、その時は
会長の代わりに度々外に出
ていたりしましたが今年度
は初めてのような気がします。
さて、私のところは半年ほど前から人手不足に悩ん
でおりまして、こんなことはめったにないと思いま

 会長報告　　　　　　　　　鈴木　正孝　副会長

す。歯医者を３５年くらいやっているがこんなことは今までにないくらい、もう半年以上です。求人にか
かる広告宣伝費がこんなに出たのが初めてで、驚いております。知り合いにもはじから声をかけているの
になかなか集まらない感じです。本来だったら景気の良い時に人手不足となるのでしょうけど、どうも今
の時代三浦は高齢化していて若者がいないことが原因なのではないかと思われます。
先日、昼間のいなげやに行く機会があったのですが、ほぼ１００％お客さんが高齢者で驚きました。また
私のところは歯医者の仕事なのですが、ご存知のように社会保険、国民保険など年齢によって負担額が違
うのですが、割合ははっきりわかりませんが１割負担の方が７～８割。三浦市内は本当に高齢者が多いの
だと感じます。窓口での負担金がとても少ないです。私のクリニック内には現在作成中の入れ歯がたくさ
んあり、１０年くらい前は多くても５個くらいだったのですが、現在は１０個から１５個以上が、常にあ
る状態です。新たに入れ歯を作るにも、３週間～４週間ほどかかっていたものが、今は高齢の方が多く、
しかも人手不足で２か月半ほどかかります。三浦だけでなく、全国的に人手不足が深刻です。考えを変え
てシフトしていかなければいかないのではないかと思います。資格を持っている方はたくさんいるはずな
のに、三浦には来ない。取り残されてさみしい限りです。みなさん、横浜、横須賀で仕事を探される、も
う年齢や資格の有無を気にしている場合ではありません。もしお心当たりの方がいらっしゃいましたら、
プライベートでも情報をお寄せください。会長報告のところでこのような話になってしまいましたが、今
日もよろしくお願いいたします。
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 ニコニコ BOX 報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松浦　功 会員

ニコニコ BOX 集計報告
・高木　巌　新年 写真ありがとうございます
・鈴木康仁　写真ありがとうございます。
・土田成明　斉藤さん、よろしくお願いします。
・藤喜代司　斉藤さん本日卓話楽しみにしています。

＊ロータリ―手帳お買い上げのお願い　
＊2018年国際ロータリー年次大会（トロント大会）
                                                    参加旅行募集案内
＊終了奨学生・カウンセラーアンケート実施のご案内
＊「卓話者データベース」登録のお願い　
＊クラブ細則についてのアンケート
＊第８回第１グループ三役会議事録　　
＊横須賀北RC３月例会のご案内　
＊横須賀南西RC３月例会のご案内　　

卓　話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　齊藤 弘一 会員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

委員長報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤 会員増強委員長

　２月２日、会員の増強ということでヘリオスの富野社長にやっとお目にかかることができま
した。ただし、現在環境改善や廃棄物の粉砕処理してエネルギーに変えていくような仕事に取
り組まれていて、大変お忙しいとのことで、ちょっと今入会は難しいというお返事をいただい
てしまいました。この６月に事業継承を考えておられるそうなのでそのころ改めてお誘いした
いと思います。秋本会長の任期中に５名以上は会員を獲得しなくては、このクラブとして安定
成長がないのではないかと心配になっております。富野社長については６月にもう一度勧誘に
伺うということでございますが、その他の対象者について具体的行動をこれからもみなさんと
協力して進めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

　こんにちは。私は昨年の１０月に入会させていただきました。金融機関はロータ
リークラブに入られているところは多いのですが、私にとっては初めてのロータリー
クラブとなります。地域社会に奉仕をするという気持ちでこの会に入会させていた
だきました。三木証券三浦支店としては支店長が、長い間こちらにお世話になって
いますので、今回は私の自己紹介と生い立ちをお話しさせていただきたいと思います。
私は昭和４０年５月生まれの５２歳です。住まいは東京の大森に家族４人で住んで
います。三木証券で社内結婚した８歳年下の妻と、今年小学４年生になる女の子と
今年の３月に３歳になる男の子がおります。
まず、生い立ちですが父方の祖父が静岡県の三島市の出身です。東京の神保町で化
粧品屋の長尾チェーンという資生堂を主としたお店で丁稚として何年か修行し、そ
の後独立して東京の品川区荏原町というところで化粧品店を営んでおり、祖母と結
婚し父が生まれました。
父は長男で下に妹と弟がおりました。高校卒業後実家を継ぐということで手伝って
いたのですが、当時は資生堂から美容部員の女性が週に２～３回来ていて、その縁

 幹事報告　　　　               土田　成明 幹事
・会員総数：23名　
　　本日出席：14名　欠席：9名　　出席率 60.8％

出席報告　　　　              　松浦　功 会員

本日 前回まで 累計
ニコニコ 3,000 147,000 150,000
財　　団 4,000 97,000 101,000
ポ リ オ 0 32,000 32,000
米　　山 3,000 81,000 84,000
周　　年 0 6,000 6,000

計 10,000 363,000 373,000
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で知り合い結婚に至ったとのことです。それから化粧品屋の支店を緑が丘というところの商店街に出し、店を構えた
ということです。そこが私の地元ということになります。現在は２歳年下の弟が実家の１階で小料理屋風の居酒屋に
店舗を変えてやっております。９つ下には双子の弟おりまして、二人とも大工となり、戸建てを中心にやっております。
小学校は目黒区の中根小学校というところに通いました。なかなか勉強のほうは得意ではなく、先生の机の隣に机を
持っていって授業を受けるようなやんちゃな小学生でした。３年生まで水泳、それ以降６年生まで軟式野球をやって
いて、ポジションはサードでした。
卒業後中学校にあがり、目黒区立第１１中学校に入りました。目黒区の中学校は第１から第１１と東山で、１２校と
記憶しています。勉強のほうはそこそこ、部活はバレーボール部に入りました。中学校でも野球をやりたいとは思っ
ていたのですが、小学校のころからずっと、先輩にバレー部に入るように言われていたので、仕方なくバレー部に入っ
たような感じです。そんなに強くはなかったのですが、先輩方は意外と強くて、卒業生にはミュンヘンオリンピック
で金メダルを獲ったメンバーの島岡選手がいます。当時全日本のメンバーというと島岡、大古、横田、森田、猫田など。
猫田がセッターだったのですが、当時島岡がプリンス島岡と言われ、当時身長が１９０ｃｍ以上ありまして、スパイ
クを打てるセッターということで結構注目されていたようです。私が入った頃には監督も代わってしまっていて、バ
レーの経験のない科学の先生が顧問だったので、成績と言っても区で最高位２位。都大会に行っても初戦負けという
ことでしたが、部活を楽しみました。
高校は品川にあります高輪高校に進学しました。普通科と商業科がございましたが、商業科に進みました。なぜ商業
科かというと勉強があまり得意でなかったので高校を卒業したら働きたいと考えていたことと、家が商売をしており
ましたので、両親を説得する形で商業科に進みました。
中学時代バレーボールが楽しかったのでバレー部に入部したのですが、高輪のバレー部はえらく強いチームでした。
一般受験で合格してバレー部に入ったのですが、部員を見ると中学の全国大会常連校の出身だったり、中学全国大会
優勝者のメンバーがいたり、それに対して私は無名の学校から行ったので入りづらかった感じなのですが、そういう
ことを同級生や先輩方はあまり気にせず快く迎えてくれたので３年間過ごさせていただきました。ただ、本当に強かっ
たところなので練習の量、時間が非常に多かったです。３６５日のうち３６０日くらい、練習、練習試合。基本的に
休んだなという記憶があるのは元旦の日だけでした。だいたい授業が終わって１５時くらいから１８時１９時、遅け
れば２０時。練習試合ともなれば終電間際までやっていました。当然試験の時も終わってから部活。ただし文武両道で、
部活をずっとやっているから成績は悪くてよいというところではなかったので監督もしっかり勉強をしなければ、部
活の成績もよくならないと考えておられ、成績が悪ければ怒られる。それも直接怒られるわけではなく、先輩から下
に言われるような感じでした。
だいたい朝授業の前にバレー部だけが８時２０分から１０分間ミーティングしてから各自教室へいって授業なのです
が、その前に補習で７時くらいから勉強するなど、勉強のほうもしっかりフォローしていただきました。バレーボー
ルの成績はというと、私の時代には最高が都で３位だったので、都で上位２校のみ出場できる全国大会は逃したので
すが、後輩は優勝して全国大会へ行っております。
３年間過ごした後、就職ということになるのですが、当時ＤＣブランドというのが流行っておりました。高校生です
のでファッションが気になってＤＣブランドの会社に就職したのですが、今でいうブラック企業という感じで長時間
労働でした。朝９時から始まるのですが、終電がなくなって深夜１時２時にタクシーで帰るような日もありました。
それでは体がもたないということで１年で退職しました。それから、すぐに就職はせず、これからはコンピューター
関係がいいのではないかと考え、コンピューターの専門学校へ２年通い、プログラムの勉強をしました。２年目の夏
に就職活動をするのですが求人を見るとまず目に留まるのが、証券会社でした。給料面は一般的でしたがボーナスが
当時、４カ月５カ月６カ月となっていました。ということは６カ月出ているところは年間２回出ると倍になるという
ことで、すごいなという印象を持ちました。当時私の叔父が三木証券に勤めておりましたので、相談しまして、縁故
にはなってしまうのですが、三木証券に入社いたしました。
入社が１９８７年になります。８９年がバブルの一番高いところですので求人もうなぎのぼりでした。給料も当然よ
かったです。そこに入社してまず配属されたところが株式部というところで、会社から注文を繋げる部署でした。独
特のサインを表現するようなところに３年くらいいて、その後引受部というところに異動しました。株式を上場した
いという会社や社債を出したいという会社をサポートしたりする部署です。そこの部署に１０年くらいいてから、営
業へ出ました。金沢文庫支店に６・７年、次に船橋支店に４年ほど、そのあとに横須賀支店に４年ほど、それから金
沢文庫支店に帰る形で、この時に支店長として２年半くらいいまして、それから三浦支店に昨年の１０月から参りま
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11/2　草取り

した。自己紹介としてはそのような感じです。
別途お話を少しさせていただきたいのですが、現在株価が非常に下がっていることが報道で耳に入っていると思いま
す。株価が下がっているのはなぜかというところを少し話させていただきたいと思いますけれど、新聞紙上でゴルディ
ロックス経済が崩れてきたのではないかと言われています。ゴルディロックス経済とはなにかというとぬるま湯、あ
るいは適温という意味合いです。適温とは何かというと現在、アメリカを先頭に経済指標としては景気がいいという、
実際のみなさんの感覚とは少し違うところではあると思いますが、世界指標として数字が出ているものについては非
常によいとされています。その中でインフレを急激に起こさず、しかも金利もなるべく緩やかに上げていこうという
政策が巧妙して、つい最近まで非常によかったということです。なぜ下がったかというと急激な金利上昇がありまし
た。アメリカの経済が非常に良すぎて完全雇用に近い状況になり金利が上がってきたということです。またＦＲＢの
議長が２月５日に代わり、新しい議長がどういう風な金融政策をするのか不安もありますので少し混乱しているとい
うのもあります。新しい議長もいろいろ考えて修正していくと思います。これから数週間あるいは一カ月くらいは落
ち着くまで乱高下するかと思います。ただ状況的にはアメリカもそうですが、日本の企業の決算の内容が非常によい
です。ソニーもいいし、トヨタもいいし、ホンダもいい。日本を代表する企業は非常に良い形になってきていますので、
落ち着いてきたらまた、上昇に転じるかなと思います。株の取引きされている方もいらっしゃるかと思いますがしば
し慌てずにいてほしいと思います。最後に三木証券で投資情報誌を毎月発行しています。銘柄や経済の指標等のの発
表日や毎月の相場展望が記載されていますので、もしよろしければご利用していただけたらと思います。
ご清聴ありがとうございました。　　

第 2724 回例会　
　2018 年 2 月 22 日

・会員総数：23名　　
　本日出席：14名　欠席：9名　
　出席率 60.8％
・MAKE UP　
　秋本清道、鈴木正孝、土田成明、奥山浩司
　（横須賀南西 RC例会・第 1グループ三役会）
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