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◎４月度定例理事会報告について
(４月27日発行の週報№1503を参照)
◎事務局の整備について
古くなりましたパソコンなど OA 機器の入れ替え整備を致
しました｡
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◎５月５日(土)より５月12日(土)まで会員４名､ 家族３名､ 合
計７名にてスリランカを訪問して来ます｡
私達が贈りました井戸の完成式 (残りの２つ) と25周年の時
に贈りました幼稚園のその後の状況など見てまいります｡ そ
の模様につきましては､ ５月下旬の例会にてご報告する予定
にしています｡
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◎本日､ 例会終了後､ クラブ協議会を開催致します｡ 大勢の出
席お願い致します｡
◎次週､ ５月４日は祝日のため休会となります｡
◎５月度定例理事会は５月11日となります｡
◎例会変更のお知らせ
新横浜ロータリークラブ
平成19年５月18日(金)
職場訪問 国会議事堂
平成19年５月25日(金)
創立記念 夜間例会
横浜緑ロータリークラブ
平成19年５月16日(水)
移動例会
平成19年５月30日(水)
移動例会⇒通常例会に変更
横浜港北ロータリークラブ
平成19年５月31日(木)
夜間例会 点鐘 18：30
横浜都筑ロータリークラブ
平成19年５月30日(水)
夜間移動例会⇒通常例会に変更
横浜ロータリークラブ
平成19年５月29日(火)
夜間例会 点鐘 17：00
横浜田園ロータリークラブ
平成19年５月29日(火)
夜間移動例会
横浜本牧ロータリークラブ
平成19年５月31日(木)
移動例会
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吉田さん御世話になりに参りました｡
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１. 横浜西クラブの天野さんようこそ｡

２. 先週次年度のミーティングに参加の皆様､ ご協力ありがと
うございました｡
+,-&

横浜西ロータリークラブの天野様ようこそいらっ

しゃいました｡
./&

先週休みました｡ 結婚祝していただきありがとう

ございました｡
0123&

結婚祝をいただきありがとうございました｡ 35年

過ぎた事になります｡
(4567&

結婚記念日忘れていました｡ 会場に来て思いだ

しました｡ ありがとうございます｡
189&

誕生日､ お祝いありがとうございます｡

:

ハッピーバースデーもう40才になります｡
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本日､ イニシエーションスピーチをやらせていた

だきます｡ よろしくお願いします｡
?
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私同様で阪神少し元気ありません｡ いずれ回復し

B&

①脇田さん､ 先週のクラブ協議会の代役ありがと

ます｡
A



鴻

うございました｡


②山本先生､ すばらしい本をありがとうございました｡ ベスト
ジャン レイ

先週もご紹介致しましたが､ この度学友の張 蕾さんの学位
論文が､ このようにりっぱな本となりました｡
そしてこの本が､ 国内においてある一定の評価を得られます

セラーまちがいない…… (でも私の言う事ですから)
CDE7&

①河野さん､ 布施さん､ 先日は遅くまでお付き

合いいただき､ ありがとうございました｡
②鈴木一男さん､ 本日はようこそいらっしゃいました｡

と中国語に翻訳して中国国内でも売られるということもあるよ

&

我妻先生､ 長井 (章) さん､ 田中 (栄) さん､ 植

うです｡ 日本の歴史・文化､ そして中国との関わりについて中

田さん､ 楽しい一時でした｡ 感謝､ 感謝です｡

国にも紹介できればという期待をもっております｡ どうぞ皆様

FGHI&

赤堀さん､ 西山先生､ 先日はお疲れ様でした｡

にもよろしくご協力いただければと思います｡

&

本日社業の為､ 早退します｡

JKL6&

山本先生､ 昨日は大変お世話になりました｡ 次回







を楽しみにしています｡



今､ 受け付けにおきまして春の家族会の参加申込の受け付け

MNO&

上阪さん､ イニシエーションスピーチ楽しみにし

ています｡

をしております｡ 現在60名強の申込となっておりますが､ バス

P&

上阪さんイニシエーションスピーチ頑張って！！

２台を予定しておりもう少し余裕がございますので､ 大勢の方

QR

上阪さんスピーチ楽しみにしてます｡

のご参加をお願い致します｡

TUVW&

また､ ５月10日に赤堀会員の新会員歓迎会をこのホテルの６
階桂川で行ないますので､ 皆様よろしくご参加下さい｡

S&

今日は､ 暖かくて過ごしやすいです｡ 雨はいや

ですね！
XYHZ&

布施さん､ 先日は､ ごちそう様でした｡ また､ 茂

木先生､ 昨日はありがとうございました｡ これからもよろしく
お願いします｡







!"

すでにファックスが送られていると思いますが､ ５月25日
(金) 18時より関内の銀座末広食堂にて第１・第２テーブル合
同で開催致しますので､ よろしくご出席下さいますようお願い
致します｡
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①鈴木様ようこそ｡

②上阪さんイニシエーションスピーチ楽しみです｡
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４月27日 (金) 例会終了後第５回クラブ協議会が開催されま
した｡
各委員会の委員長より本年度計画の進捗状況などの報告､ 並
びに今後の予定など話し合いがなされました｡








昨年10月に鴻会員の紹介で入会させていただきました上阪哲
也です｡ 改めてよろしくお願い致します｡
私は1962年 (昭和37年) 東京武蔵野市に生まれました｡ 父は
昭和９年生まれ､ 生存していれば73歳｡ 母は昭和10年生まれの
72歳で今も元気にしております｡ 家族は長男 (中三)､ 長女
(中一)､ 次男 (小四)､ もちろん16年前に結婚した女房もおり
ます｡ 両親とも銀行員で当時の協和銀行に勤めていました｡ お
まけに女房も銀行員 (住友銀行出身)､ 会社でも横浜銀行出身
者に囲まれ常に生真面目な気質の銀行出身者に監視されていま
す｡ そんな環境に育ったものですから､ 引っ込み思案で内気で､
まったく面白みのない子供でした｡ しかし､ 父が転勤族であっ
たため､ 東京・名古屋・東京・静岡 (富士)・三重 (津)・東京
と移り住み､ その都度転校を重ねてきた影響で世渡り上手には






地区大会の翌日､ 4 月15日､ 大島が近くに見える ｢沖の瀬｣
で今は旬の ｢乗っこみマダイ｣ (産卵のため浅場に) を釣ろう
と出かけました｡ 朝７時頃､ 突然マイロッドの穂先が海中に､
大型のマダイのアタリです！
結果は､ 痛恨のハリスが切れて幻の・・となりました｡ 再度
の大きなアタリ､ 上がってきたのはマダイではなく色違い､ 一
字違いの 4 .3 キロのメダイでした｡ 望再挑戦 ! !

なりました｡
そんな私も高校からは東京に定住しました｡ 通った高校は錦
城高校､ この高校は1880年に創設された三田英学校を前身とし､
尾崎紅葉・島崎藤村や井上準之助大蔵大臣らを輩出している名
門校のようです｡ しかし､ そんな名門校とはつゆ知らずにたま
たま受験した高校で合格したのが錦城高校ということで､ 特に
志も無いまま入学しました｡ 当時は男子校ということで伸び伸
びと楽しい高校生活を送りましたが､ クラブ活動でバスケット
ボールをやった以外は特に何もやらずに３年間を送りました｡
そのバスケットではレギュラーになれずその上大学受験には失
敗し失意と挫折の中卒業しました｡
１年間の浪人生活の後､ 入学した大学は東京経済大学､ あま
のじゃくな私は､ マンモス校がいやで小ぢんまりとしていてキャ
ンパスの雰囲気の良い東京経済大学を選びました｡ 東京経済大
学は地味な大学ではありますが明治の実業家で大倉財閥を築い
た大倉喜八郎が設立し主に財界に数多くの著名人を輩出してい
ます｡ そんなことはどうでもよかったのですが､ とにかく大学
は楽しかった｡ そして､ この大学での ｢陸上競技｣ との出会い
が､ その後の私の人生にとって大きなウェートを占めるように

なりました｡ 中学・高校とバスケットボールではレギュラーに

厳しかったため到底長距離の強化は無理であったため､ まずは､

なれず､ 劣等感すら抱いていました｡ しかし､ この陸上競技と

短距離の強化を目指しました｡ その結果､ リレー種目では関東

の出会いが､ 私に自信を与え､ そのおかげで大学卒業後今に至

ではトップレベルとなり､ 全国大会にも出場できるようなチー

るまでの様々な試練を乗り越えて来ることが出来ました｡ 当時

ムに育て上げました｡ そのタイミングを捉え､ いよいよ箱根駅

の東経大陸上部は弱小チームではありましたが､ 個人の努力が

伝を目指すべく OB 会を説得し賛同を得る体制を整えた上で

ストレートに成果となって反映される個人競技種目が幸いし､

｢箱根駅伝を目指す10年計画案｣ を一昨年に作成し､ 大学に要

私も一歩一歩努力を積み重ねていくうちに競技力が付いて行き

望書を提出しました｡ たまたまそれが､ 少子化問題で知名度向

ました｡ 私の種目は中長距離 (400ｍ〜20㎞) で主に1,500ｍを

上を画策していた大学との思惑が一致し､ 陸上競技部は特別強

専門種目としてやっていました｡ 最初は市民大会レベルであっ

化種目に選ばれ､ スポーツ推薦枠の拡大 (４名から８名) と長

た私の実力も､ 関東インカレ・全日本インカレに出場できるよ

距離種目に限っては競技基準の緩和が実現し､ 外部コーチ招聘

うになり､ 当時の日本のトップレベルの選手たちと同試合で戦

が認められました｡ そして､ リクルート RC の元コーチ・監督

うことが出来るまでになりました｡ チームとしても箱根駅伝出

で小出氏とともに有森・高橋尚子を育て､ テレビ等のマラソン・

場は叶いませんでしたが､ 予選会に４年間出場し貴重な体験を

駅伝の解説者として活躍している金哲彦氏を招聘することに成

することが出来ました｡ 決して､ 一流選手にはなれませんでし

功し強化を開始しました｡ １年目は長距離選手が２名しかいま

たが､ ４年間足らずのこのような競技者としての経験をさせて

せんでしたが､ ２年目の昨年には何とか予定より１年早く箱根

くれた東経大陸上競技部への感謝の気持ちから､ 卒業時には大

駅伝予選会に出場を果たしました｡ 今後の目標はあと３年以内

げさに言えば､ こんな陸上部と東経大に一生をかけて恩返しし

に選抜チームへの選手派遣による出場､ そして８年以内の本大

てゆかねばという気持ちを抱くまでになりました｡ こうした東

会出場を目指しています｡ そのためには学生への指導のより一

経大陸上競技部とその OB・先輩・同期・後輩との出会いが今

層の充実と同時に来年度からの合宿所の設置と３〜４年後のグ

の私にとって大きな財産となっています｡ こうして､ 私は東京

ラウンド等施設の整備を大学に要望しているところです｡ 箱根

経済大学陸上競技部陸上競技学科を卒業しました｡

出場はまだまだわがチームにとっては ｢夢｣ の領域ではありま

就職はどういう訳か証券会社｡ 両親の影響でなんとなく金融

すが､ 万一､ いつの日か実現した折には上阪みたいな馬鹿が頑

には興味があったものの､ 父と同じ世界に飛び込むのがいやで

張っているんだと本日の話を思い出していただければ嬉しく思

なんとなく証券会社に就職してしまいました｡ その会社は偕成

います｡

証券で日興証券直系の会社でした｡ そんな偕成証券で唯一学ん

陸上のことを語り出すと果てしなく続くのでこの辺にしてお

だことは顧客開拓です｡ その中でも私は特に恵まれていて､ 最

きますが､ こうした私の道楽である監督業は､ 会社や周りの方々

初の配属先が新規店舗 (国分寺) で､ 全く顧客のいないところ

が暖かい理解と､ 理解はしていないものの家庭人失格の父親を

から開拓によって顧客を作っていきました｡ その実績が買われ

受け入れてくれている家族のおかげです｡ また､ ロータリーの

て２店舗目も新規店舗 (青葉台) に転属となり､ ここでも徹底

活動にしましても､ 土・日は学生指導のために費やしているた

的に開拓をやらされました｡ 入社以来５年間の新規店の経験に

めほとんどの行事に参加できないことにご理解賜れば幸いです｡

よって､ 身ひとつで全くゼロからでも顧客を開拓していく能力

ところで､ いま､ ロータリー活動に当たって悩みがひとつあり

と自信が身につきました｡ その後､ 理想の証券会社を求め10年

ます｡ それは､ ソングリーダーが務まるかどうかということで

目にして三木証券を経由し共和証券に７年前に入社しました｡

す｡ 高校までの音楽の成績が万年２の私にそんな大役が務まる

共和証券に移り､ わが国にもこんな理想の証券会社がきっちり

でしょうか？脇田さん｡ ３拍子も４拍子も分かりません｡

収益を上げながら存在していることに驚かされました｡ そして､

今後もロータリー活動を皆様とともにエンジョイして参りた

今支店長として ｢顧客から信頼を得ることで手数料をいただき

い思っています｡ 末永くお願い申し上げます｡ ご清聴ありがと

なさい｡｣ と部下に常日頃言えることが嬉しく思います｡

うございました｡

会社の話はこのくらいにしましてここからは私のライフワー
クの話しとします｡
私は現在東京経済大学陸上競技部の監督をやっております｡
昭和61年大学卒業後すぐにコーチに就任､ ９年間コーチを務め
た後､ OB 会からの監督就任要請を受け監督となってからはや
13年となり､ 創部87年の歴史の中で就任期間が最長の監督となっ
ています｡ 就任当初は部の歴史だけはあるが競技力では弱小の
チームでした｡ そこで打ち出したのが ｢競技力の強化｣､ ｢強化｣
によって学生を競技者として人として育てていく戦略でした｡
そのためには､ まず､ 安定した部員数と有能な選手確保を狙っ
て､ スポーツ推薦入試の導入を他部に先駆け大学に要請し12年
前に実現にこぎつけました｡ その後も他大学のスポーツ推薦入
試の実情に近づけるために再三にわたって制度改革を働きかけ
制度内容の充実に努めました｡ とにかく､ スポーツに対する理
解の全く無い大学であったため大変苦労しました｡ 一昨年まで
はスポーツ推薦による入部者枠が４名しかなく､ 競技力基準も







