
□ソング：国歌・奉仕の理想

□ロータリーの目的：宮本会員

□会員誕生日･･･藤中、久藤、堀越、下山

□結婚記念日･･･土居、藤中

□特別スマイル

・先週の年次総会において次年度理事役員の選出

が行われました。会員・指名委員会の皆様には

ご協力誠に有難うございました。 （荒谷隆文）

・たけの子ゴルフコンペで優勝しました。

（佐々木秀明）

・三ヶ月の修養を終え元気で帰りました。留守中

大変お世話になりました。 （原田一平）

幹事 堀越 賢二

・竹原ライオンズクラブ55周年記念大会お礼

・第36回竹原ロードレース大会にかかる参加者へ

のもてなしについて 竹原市長

・例会終了後定例理事会

・7日(土)が忘年家族例会ですので12月12日(木)

は休会です。

会長 木村 安伸

改めまして今日は。原田会員ようこそお帰りなさ

いました。3か月間の修養中数多くの出会いと感

動を体験されたものと思います。これから再び我々

会員と共にロータリー活動を実践し、親睦と奉仕

に努めて行きましょう。

次に、先週の年次総会に於いて次年度の理事・役

員が承認されました。次年度夜船会長以下11名の

方々のご活躍をご期待申し上げます。

さて、12月はロータリー特別月間の「家族月間」

であります。これは2003年7月のRI理事会に於い

て、2003―04年度ジョナサン・マジィアベ会長が、

家族の重要性を主眼にしたことを称え、12月を

「家族月間」とし、これに伴ってそれ以前の2月

第2週の「家族週間」が廃止されました。

丁度明後日の7日は、親睦活動委員会に担当して

頂く「忘年家族例会」です。当日はロータリアン

の他に配偶者、子供さん、お孫さん達がいらっしゃ

いますので、ロータリーファミリーと一緒に楽し

いひと時を過ごしましょう。

また、2日遡って一昨日の3日は、竹原ロータリー

クラブ49周年目の記念日でした。1年後には、目

出度く50周年を迎えるところまで来ています。既

に、創立50周年実行委員会が立ち上がっていて、

これから記念プロジェクトが順次組まれると思い

ますが、会員一同心を合わせて必ずこれを成功に

導きましょう。これで会長の時間を終わります。

12月記念日を代表し久藤会員よりお礼の言葉が述

べられました。

□次年度幹事 佐々木秀明

クラブ細則第3条第節に則り次年度ＳＡＡを下山

会員に選任しました。

□50周年事業委員会 委員長 堀越 賢二

12月26日(木)クラブ事務所に於いて10時から事業

委員会を開催します。26日(木)例会は休会です。

□親睦活動委員会 委員長 中川 康子

7日(土)の忘年家族例会は現在86名の予定です。

クラブ管理運営委員会を例会後行いますので宜し

くお願いします。
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四つのテスト

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

【２０１３年１２月５日 第２４１０回例会記録】



「私の履歴書」

会員 下山 生修

私の半世紀をお話するのは恐

縮ですが失礼致します。

私が生まれた年、昭和15(194

0)年は「紀元2600年｣の年で

日本国中が祝賀行事で沸き立っ

た年でありました。西暦では

なく旧暦の切り、2600年を祝

する意味が理解できませんが神武天皇を初代の天

皇とした時代ですから仕方ないですね。私は大阪

城の東にあった砲兵工廠の職工をしていました父

勲、大阪市城東区の小学校校医付看護婦の母富恵

の間に生を受けました。鴫野という町でした。

その後、父は満州に渡り南満の鞍山市にあった満

鉄の子会社昭和製鋼所に叔父の縁で勤め出します。

私と母は半年後の昭和16年夏に父と合流し大陸で

の生活が始まりました。煉瓦作りの社宅で各部屋

にスチームが通っており、快適な文化生活であっ

たことを覚えております。この昭和製鋼所という

製鉄会社は、満鉄という当時の日本国の国策会社

で、所在する製鉄所の間近に鉄鉱石が露天掘され

ている状態で、即コンベアーに載って溶鉱炉に運

ばれると云う実に近代的企業でありました。

昭和20年8月15日の敗戦と同時に中国の主要第一

の企業になるわけです。勿論昭和24年10月の中国

政府成立まで国民政府との内戦状態が続くのです

が、そういう中でも現役として稼動しており現在

も中国の中核的企業です。

皆さんは防空壕に入って空襲に耐える事を経験さ

れた方がいらっしゃいましょうか？私は上空をＢ

29が何十機も来襲、１トン爆弾を投下する様を目

撃した記憶があります。翌日、このＢ29が落とし

た現場を父と見に行った覚えがありますが、直径

100ｍのすり鉢型の穴が目の前にありました。私

は5歳にして戦争の悲惨さを目の当たりにしまし

た。戦争末期は空襲の連続でした。そのたびに防

空壕に退避しました。

終戦後一年間、国民政府軍と中央軍の内戦の中、

我々日本人の団結は強く、日頃の満州人との友好

関係から略奪暴行もなく、父が親子五人を無事に

本国まで連れて帰ってくれたことを今でも感謝し

ております。まさに「大地の子」にならなくてす

んだのです。今思えば一寸先は闇の状態だったの

です。

昭和21年7月、引揚げ列車は無蓋車という屋根の

ない貨物車で、一両毎に何十人も押し込められ何

時間もかけての引揚げで、遼寧省順近郊の葫盧島

が引揚船の出発港でした。この葫盧島から日本人

が105万人引揚げたそうです。今は中国軍の軍事

基地で立ち入り禁止になっているようです。この

引揚船を提供したのが国民政府の蒋介石だったの

です。大陸では内戦が続いていて蒋介石軍が優勢

な時に米軍から大型の上陸用舟艇を借り受けての

提供で、民間人を優先して帰還させろという彼の

哲学は日本で学んだから起きたと私は感じる次第

ですが、後に日本に賠償を請求しなかった彼の思

いは後年、田中角栄と日中国交回復をした周恩来

首相と相通ずるところがあります。

私たち家族は九州の佐世保に上陸、ＤＤＴを消毒

の為、背中からかけられたのです。そして父母の

故郷鹿児島へ今度は屋根のある貨物車で向ったの

です。この地、鹿児島県川内市で数年、百姓をし

て糊口を繋いだのであります。

この間、私は水引小学校に入学、父は帝人三原に

就職、昭和25年朝鮮戦争勃発の年、転じて当時の

豊田郡忠海町立忠海西小学校へ転入。その後忠海

中、忠海高とエデンの海で青春を迎え、この忠海

が第一の故郷となりました。

ここで父母に触れてみますと、先ず高等小学校し

か出ていない父が私を含め四人の男の子全員大学

を出したことです。これが我が家の誇るべき財産

になりました。満州から裸一貫で引揚げての所行

であります。母も大変な苦労をしたのです。父と

同じ故郷であったのが出会いになったと思います

が、川内市立川内高等女学校卒業後、慶応の看護

学校を出て正看護婦の免許を取得し、聖路加病院

に就職が決まっていたのに父が大阪へ連れて行き、

そして私が出来たということでありまして、運命

はどう変わるかわかりません。お蔭で兄弟四人無

事に育ち、父母とも満足して鬼籍に入りました。

私の話に戻りますが、昭和38年同志社大学法学部

を卒業しました。当時学生は安保闘争の真っ最中

で、就活が厳しい時代でありました。私はグリー

クラブに入り、御所の周辺で合唱の明け暮れでし

た。私の性格は外柔内向方で人前で赤面するタイ

プで、学業成績も思わしくないところから人前で

丁々発止する営業に挑戦しようと覚悟し、証券の

営業にアタックしたのです。

爾来40年、個人法人を問わず営業の世界です。今

でも骨董の世界で営業を続けております。

この生き馬の目を抜くと云う証券は、当時野村を

はじめ四大証券が羽振りをきかせていた時代でし

た。当時、中堅証券として運用五社というランク

があり、私はその内の野村系の光亜証券へアタッ

クしました。幸いに入社試験も難なくパス、人事

担当に同大出身がおられての引きがあり、入社出

来ました。この時に人間社会での人間関係の重要

さが身にしみたのです。そして東京本社の勤務と

なりました。中野にあった社員寮に入寮し私の会

社人間社会が始まったのです。初任給は19,000円

でした。当時の大学卒初任給としてはまあまあだっ

たのではないでしょうか。

私は本店営業部の所属で、深川、麹町、赤坂等を

担当しました。朝から晩まで50枚以上名刺を配布、

そして報告の毎日で寮に帰るとぐったりでした。

株式、債券とくに割引金融債などの販売、証券貯

蓄の口数販売など、商店一般家庭への訪問販売の

営業です。初対面で人にものを売りつけるなんて

生を受けて以来初めてで大変でした。歯を食いし

ばり頑張る毎日でしたが、先輩達が引け後飲みに

連れて行ってくれる事が多くあり助かりました。

営業・販売、客の動向等耳学問でした。

昭和39年東京オリンピック、新幹線、テレビの普

及といった高度成長期に入った時期に反動から第

一次山一事件勃発。兜町を揺るがす大事件です。

大手の一角がつぶれるのを目の当たりに見てきた

わけです。私の会社は幸い嵐に合わず何とか40年



不況を乗り切れました。寄らば大樹の陰で、野村

證券の子会社であったのが幸いでした。

この35年後に野村アセットメント（旧社名野村投

資信託販売会社）の監査役で臨むとは夢にも思わ

なかったことであります。

証券マンとして夜討ち朝駆けを懸命に果たしなが

ら営業の極意を手の内に掌握できるようになり主

任、課長代理と二十代で役が付いてきました。

責任も重くなって参りました。昭和44年の異動で

金融法人部に転勤となり、下は農協から、上は興

銀（現みずほ銀行）、開銀までの金融機関、生保、

損保、都道府県の県信連、共済連そして農中といっ

た金融機関全般が対象となり、エリアが東日本全

域と業務が広がりました。この金法時代に素晴ら

しい上司に巡り合いました。既に鬼籍に入られま

したが元大蔵省検査官をされた部長でした。その

後常務になられましたが、公私共にお世話になり

ました。肝胆相照らす間柄で大いに飲み高論奮発

したものです。上司に恵まれるか否かはサラリー

マンにとって人生を左右致します。

この金法時代、一年間の債券売買量が何千兆の上

の位「一京」に達したことがあり、社長賞を頂い

た覚えがあります。バブルの真っ最中で売買高も

大きく拡大したものです。

そして、1989年12月29日、大納会の終値が市場最

高値の日経ダウ38,915円を付け、2005年5月17日

の最安値10,825円まで、15年半超デフレに突入、

日本は株・土地は下がり、金融不安は起きると云

う前代未聞の事例が続出し証券界も暗黒時代へ入

りました。世界を見ればベルリンの壁崩壊、ソ連

邦崩壊、東西ドイツ統一、アジア通貨危機、世界

同時株安と続きます。そして米国のリーマンショッ

ク、9.11テロ、アフガン戦争、イラク戦争と続き、

日本の早期超緩和金融政策が功を奏して相場の大

底を呈し、回復基調に入りました。

ここで少しわが妻について触れてみます。妻悦子

は千葉県市川市で生を受け、小中高と学び高校の

夏、彼女がいとこで私の竹馬の友たる下宿を訪ね

たのが私との接点でございます。同じ下宿で会い、

京都を案内したのが始まりです。従って私と親友

は結婚により親戚となりました。中高と人間国宝

の芹沢慶介さんに師事し紅型染の世界にのめり込

み今日があります。今も染めの世界から着物を商っ

ております。来年私達も金婚式を迎えます。

昭和56年に光亜、八千代、野村投信販売の三社が

合併し国際証券が誕生。二年前に部長になり、合

併により益々責任が重くなり、コンプライアンス

を重視して、商品部門の担当、転換社債部長、大

阪支店公社債部長、そして公共法人部長を歴任し

ました。昭和61年4月初めて大店・京都支店長を

発令されました。国際証券の役員候補店ですから

張り切りました。その時に京都南ロータリークラ

ブへ入会しました。

昭和63年取締役近畿営業本部長

平成3年取締役第三営業本部長

平成4年取締役公共法人部長

平成6年常務取締役就任 公共法人担当

平成8年国際投信販売専務取締役就任 年金担当

平成9年同社監査役就任

平成10年野村アセットマネジメント監査役就任

平成12年同社監査役退任

平成12年7月末帰省「古美術 黒瀧」開店

平成17年4月「古布 くろたき」開店

頻繁に起きる地震と富士山の噴火からエスケイプ

してリターンしたのです。妻もよく戻ってくれま

した。大きな活断層もなく地震がない、雪も少な

く気候が安定しているこの故郷をこよなく愛して

いるのです。この土地の人情も魅力でした。両親

がお世話になった地元に恩返ししたい気持ちも強

かったのです。

以上が私の生まれてからの履歴でございます。失

礼致しました。

会員 堀越 賢二

私は12月11日に47歳になりま

す。丙午の生まれであります。

誕生日は自分の為にあるもの

で他の人から祝ってもらうも

のだと思っておりましたが、

最近では自分も少し世の中を

理解できるようになったのか

分りませんが、自分を生んでくれた両親に対して

お礼を云うのが誕生日ではないかと考えるように

なりました。

両親、家族、友人、知人、仕事関係者、様々な方

に支えられていると日々実感しております。

来年も誕生日を自身が祝え、両親にお礼を言える

人間でありたいと思います。11日はささやかなが

らお祝いをしたいと思います。有難うございまし

た。

□日 時 平成25年12月5日(木)

□場 所 大広苑

□出席者 12名

□議 題

①竹原ロードレース大会参加者へのもてなしの件

日 時 平成26年2月2日(日) 承認

②地区補助金管理セミナーの件 承認

日 時 平成25年12月15日(日)

場 所 ホテルグランヴィア広島

登録料 7,000円／1人

③新年互礼会の件 承認

日 時 平成26年1月9日

場 所 大広苑

登録料 3,000円

④川本会員お見舞いの件 承認

⑤デートＤＶ講演会の件 承認

専門家講師によるデートＤＶ講演会を開催

日 時 平成26年7月8日(火）

場 所 竹原市民館及び安芸津中学校

（竹原市内中学生及び安芸津中学生）

講演会パンフレット作成予定(今年度予算)

《出席報告》

会員数３４名 出 席２７名 メイク ２名

欠 席 ４名 免 除 １名 出席率８８．２４％


