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 第21回 例会記録(通算第2506回) 

 平成23（2011）年12月19日 

今日の例会 
1. 今日の歌 

2. 来訪者紹介 

3. 会長･幹事・各委員会報告 

4. 外部卓話 佐藤雄作氏 

九州財務局理財部金融監督官 
「最近の財務局における金融行政」 

 

 

今月･来月の行事 
●1/6(金)12:30～14:00熊本市域

RC 新春合同例会＠キャッスル 
 
●1/16(月)18:30～新年会＠新茶
家 

 
●1/25(水)8:30～ゴルフコンペ＠
城南 CC 

斉唱 国歌 君が代 

ロータリーソング 「手に手つないで」 

 

 

会長報告（堀川貴史君） 

さて、私どもの熊本南ロータリークラブは、先日、家族会を

開催いたしました。開催に際しまして皆様方には感謝申し上

げます。あらためて、12月の家族月間について申し上げま

す。今年度の RIカルヤン・バネルジー会長の第一の強調事

項は｢家族｣です。｢万事は家族から始まります。私たちが行う

奉仕すべて、また世界で成し遂げたいと望むことすべての出

発点は、家族にあります。ここから始めてこそ、人々の生活

や地域社会全体を通じて、世界をより良くしていくことができ

るのです。なぜなら、地域社会を、そしてロータリーを形成し

ている単位は、家族であって、個人ではないからです。｣と言

われております。また、家族月間の意義については｢この月

間は、ロータリアンにプロジェクトや活動、行事を通じて家族

と地域社会への献身を示すとともに、ｸﾗﾌﾞおよび地区はロー

タリー家族委員会を設置し、会員とその配偶者や子供、親戚、

元ロータリアン、亡くなったロータリアンの配偶者等に対する

家族的な心配りや善意の行動は、さまざまな考えを協力的

に分かち合い、会員を増強し、退会を防止し、組織を強化し、

更に人道的奉仕活動を発展させることによって、社会の信用

を得、活力ある豊かなロータリーの発展に繋げることが期待

されます。｣とあります。 

我がクラブにおいては、12月 11日は残念ながらロータリ

ー家族清掃活動ができませんでした。今年度中にしっかりと

した準備をして、必ず実現させたいと思っております。事業

に対するご理解とご協力をよろしくお願いいたします。以上、

会長報告と致します。 

 

 

 

幹事報告（野口泰則君） 

1. 熊本県立大津高等学校 白濱校長より、「台湾修学旅

行実施に伴うホームステイについて（お礼）」 

（抜粋）この度の本校の台湾修学旅行実施に際しまして、普通

科美術コースの生徒のホームステイ先を台北大同ロータリーク

ラブへご依頼いただくとともに諸準備を進めていただきありがと

うございました。また実施にあたっては寿崎様にご同行いただ

き、現地での仲介役を務めていただきスムーズな運営と実りあ

るホームステイとすることが出来ました。生徒達も身に余る歓待

に感激し、口々にお礼の言葉を述べておりました。お陰様で

生徒達にとって、有意義な思い出に残るホームステイとして終

えることが出来ました。これを機に台湾との友好と交流をさらに

深めていきたいと思っています。 

 

2. ガバナー事務所より、「第１３回ロータリー国際囲碁大会

のご難内」 

日時 ２０１２年３月３日（土）開会式、予選、晩餐会 

         ３月４日（日）決勝、表彰式 

会場 ２６８０地区大会会場 神戸ポートピアホテル内 

登録料 １４，０００円 

参加希望の方は事務局までご連絡下さい。 

 

3. ガバナー事務所より、国際基督教大学東ケ崎記念ダイ

アログハウスご献金のお願い。 

出席報告（園田修司君） 

会員数 出席数 出席率 
前々回（12/5） 

修正出席率 

６０名 ３４名 60.71％ ８９．０９％ 

出席規定適用免除者 ９名 欠席記録免除者 ０名 

名誉会員 ０名（会員数には含まれません） 
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4. 九州ルーテル学院大学より、クリスマスカードの送付 

5. ロータリーの友事務所より、２０１０－１１年度 一般社団

法人ロータリーの友事務所 決算概要の送付 

6. 次週１２月２６日は通常通り例会があります。 

１月６日（金）１２：３０～新春合同例会＠熊本ホテルキャ

ッスル 欠席の場合はメーキャップが必要になります。 

 

 

委員会報告 

●寿崎パストガバナー  

「県立大津高校の台北大同ＲＣホームステイなどについて報告」 

１２月７日～１０日まで県立大津高校の台湾修学旅行に同行しまし

た。ホームステイの企画に参加しておりました関係もあり、台北大同

ＲＣにお礼のつもりでもあり、私は大東亜戦争中でしたので修学旅

行がありませんでしたので同行しました。ホームステイは前夜祭を

催して頂きました。また、大津高校と提携を考えています台北の海

山高級中学（生徒が１万２千名）との親睦バスケットボールの試合が

ありました。大津高校が強いかなと思っていましたが、勝ったり負け

たりで最後同点で試合終了。また大津高校の剣道２段の女生徒に

よる型の発表もあり、両校生徒共に熱心に見学していました。生徒

達は故宮博物館、熊本出身の先生が犠牲になった芝山厳、台南

の八田ダムなどを見学したそうです。昔の日本の植民地政策とは

全く違って英国やオランダの東南アジア政策は現地から吸い上げ

るやり方でしたが、日本は台湾、朝鮮、韓国にも日本の国費を使っ

て鉄道などを建設したそうです。台湾の方はそのような意味で感謝

の心をお持ちになられており感動致しました。このたびの大津高校

の修学旅行は熊本県としては前例がないことで、今後熊本県と台

湾との新しい関係が始まります。特に農協の方の期待は大きいと伺

っております。また提携している熊本南 RC と台北大同 RCのお蔭

でホームステイが実現致しました。提携しました当時の熊本南 RC

の神谷会長のお蔭で台北大同 RCにもお礼を申し上げておきまし

た。今後台湾と熊本の関係に加え、熊本南 RC と台北大同 RCのよ

り深い奉仕活動、国際交流がなされますようお祈り申し上げます。こ

の度はありがとうございました。台北大同 RCにはガバナー経験者

が３人います。熊本南 RC も早く３人へと祈念致します。 

 

●親睦活動委員会 （三角雄介君） 

熊本南 RC 新年会のお知らせ 

 日時 ２０１２年１月１６日（月）１８：００受付 １８：３０開宴 

 場所 新茶家 

 会費 １２，０００円（後日徴収） 

案内は送付済みです。お早目にご返信をお願い致します。 

 

熊本南 RC ゴルフコンペのお知らせ 

 日時 ２０１２年１月２５日（水）８：３０集合 ９：０３スタート 

 場所 城南カントリークラブ 

 会費 ２，０００円程度  

 プレー費 ９，０００円（キャディ付、食事・飲み物は別） 

案内は送付済みです。お早目にご返信をお願い致します。 

 

 

スマイルボックス（元田亮一君） 

○堀川貴史君・野口泰則君 

今日は井上雅文会員の卓話を楽しみにしています。井上さんの

「生い立ち」をしっかり勉強させていただいて、今後の人生をより

豊かなものに出来るよう期待しています。よろしくお願いします。 

○寿崎肇君 

昔、仕事を共にした OBの人々と会社の立て直しなどが忙しくな

りました。私にとっては最後のご奉仕のつもりです。皆様のご指

導もよろしくお願い申し上げます。 

○濱田定勝君 

昭和４２年６月２６日ロータリー入会以来、初めて例会受付名簿

の一番にサインしました。記念のスマイルを致します。 

○野田三郎君 

この度弊社㈱野田市電子 環境分析事業部分析課でＩＳＯ/ＩＥＣ 

１７０２５の認定を取得することが出来ました。これは公益財団法

人 日本適合性認定協会が試験所認定制度により、国際認定を

行うものです。これから日本からの輸出製品についての化学分

析において一役を荷って参りたいと思います。 

○渡邉秀章君 Ⅲ 

前回の１２日（月）例会は出張のため欠席し失礼しました。二男

が所属する近畿大学アメリカンフットボールＤＥＶＩＬＳは関西の

デヴィジョン２で優勝し、１２月１１日（日）のデヴィジョン１との入れ

替え戦で勝利し、１部リーグ復帰を果たしました。４年間後援会と

して応援し続け、最高の瞬間を迎えることが出来ました。ありがと

うございました。 

○永井富士雄君  

先週の親睦・スマイル合同ＩＭおよび忘年会、楽しく過ごさせて

頂きました。今日の井上会員の卓話を楽しみにしています。 

○塚本侃君・吉本栄一君 

今日は所用のため早退しますので、お詫びのスマイルです。 

 

 

 

 

 

 

●会員卓話 
井上雅文会員 「私の生い立ち」 

 本日は、『私の生い立ち』の話をさせて頂
こうと思います。自分がどういう風に育って
きたのか？を皆様に知って頂ければ嬉しく
思います。どうぞ、お付き合い下さい。宜し
くお願いします。 

 
私は、京都市と大阪市の間にある長岡

京市という人口 10万人程の町で生まれ育
ちました。かつて10年程都があり、また、た
けのこやサントリーの工場など地下水のき

れいな町です。父はサラリーマンで繊維関係の仕事を定年までしてい
ました。母は私が 19歳まで専業主婦でした。兄弟は１つ違いの兄と 4
つ違いの妹がいます。 
 
幼少時代 
 幼少時代の私は、体が弱く、長い間微熱がとまりませんでした。今でも
そのころ、天井がぐるぐると回り、いつも洗面器を枕元において寝てい
たことを思い出します。病院を次々に紹介され、検査を受けたのですが、
原因は不明のままでした。そんなことで、幼稚園に 1学期間しか通って
いません。 
 小学校に入る頃には、微熱も下がり、学校に行けることになりました。
しかし、小学校での素行があまりにもひどく、ボウリング場に並べてある
自転車を川におとしたり、女の子をどぶ川に突き落としたりと幾度となく
先生が家庭訪問に来られました。母から聞いたエピソードでは、１年生
の時の授業参観でのことです。私は一番後列にいた私は、プリントが足
らないといって、前の人の机の上をぴょんぴょんと歩いて渡りプリントを
とりに行ったそうです。授業参観に来ていた母親は逃げるようにして兄
のいる 2年生の教室に行き、兄がちゃんと椅子に座っている姿を見て、
ほっとしたそうです。しかしそれもつかの間、手を上げて先生に当てら
れた兄は大きな声で『わかりません』と答えたそうです。母親は具合が
悪くなり、3日間ほど寝込んだといっていました。幼稚園に１ヵ月しか行
っていなかった為、ルールを分からなかったせいか、友達がいないコン
プレックスか、人一倍小さかったコンプレックスか？目立ちたかったのか、
未だに分かりません。 

本日の合計 21,000円 

今年度の累計 799,690円 
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 小学校４年、５年の際も素行は益々ひどくなり、あまりに目に余ったの
か、しばしば、廊下に机ごと出されまして窓越しから授業を受けるという
状況でした。 
 ６年生の時は、休み時間に廊下での野球がはやり、教室と廊下の間
のすりガラスと天井の蛍光灯をしばしば割り、校長室への呼び出しを受
け、よく叱られました。 
  
比叡山延暦寺 
私が中学校 2年生のときのことです。このままではいけないと考えた

両親は神妙な顔で話があると、切り出してきました。当時していた少年
野球にも部活のバスケットにもいかなくていいから、冬休みの間『修比
叡山延暦寺』に行って、修行してきなさいと言われました。正直驚きまし
た。が、これまでいろいろな問題を起こし、行きたくないとは言える状況
ではありませんでした。全国から小学生高学年から高校生まで何か問
題を抱えた人が私を含め 15人が参加していました。 
 
比叡山での生活は、朝 4時に起きて 5箇所の寺院を巡拝し、6時か

ら牧集めや、石畳を箒で掃いたり、廊下を雑巾がけを毎日行うというも
のでした。それまでの人生で経験をしたことがないことばかりでしたが、
私はすぐに生活に慣れ、お経も覚え、友達もできました。周りの問題を
抱えた皆も、徐々に生き生きしてたように思います。最終日には亜砂利
さんに挨拶をし、精進料理を会食しました。最終日に両親が迎えに来
てくれたのですが、仲間との生活の中で、特に関東の方と親しくなり、
言葉は関東弁がうつり、おしゃべりになり、さらに落ち着きがなくなった
のでは？と両親をがっかりさせたようですが、私の中では何かが変わっ
たような気がしていました。 
 
高校時代 
熊本では、高校受験というと公立高校にもしっかりとランク付けがあり

大変なイメージですが、私の住んでいた京都府では地域によって行く
学校が決まっていました。ので、体育以外２と３とちょこっと４がある程度
の私ですが、公立高校のみの受験で京都府立西乙訓高校という新設
校に行くことができました。私は小学校4年生から野球をしていましたの
で、迷わず野球部に入部しました。監督が昭和 50年に桂高校を甲子
園に導いた澤田氏の下、甲子園を目指しました。新設校でしたので、１
年生から試合に出ることができました。しかし、ホームグランドはライト側
が狭く、通算 108試合の試合をすべてビジターでの試合を行いました。
個人の成績としては、3年間で、通算 8本の本塁打を打つことができま
した、中でも一番の思いでは、秋の新人戦で、宇治おおばく球場で朱
雀高校の野渕投手からレフトスタンドに打った逆転の３ランホームランで
す。３年生になってからは、体も大きくなり、４番を任されていました。３
年生の夏は大会まで８連勝しており、絶好調で迎えた大会だったので
すが、残念ながら、練習試合で負けたことのなかった、東稜高校に４対
１で負け、初戦で敗退してしまいました。 

 
 井上雅文の 1/27 
この数字は大学受験をして合格した数字です。私は２年浪人をしました。
３年間でなんと 27分の 1（0割 0分 3厘 7毛）というひどい戦跡です。
現役時代は野球のセレクションを含め、９校の学校にチャレンジしまし
たが、全滅でした。一つ違いの兄も私と同様、野球をしていたのですが、
一浪して 7校受験し、国立大学、私立大学の６校に合格し、第一希望
の神戸大学に行きました。私は、一年も勉強すれば何とかなると考えて
いました。浪人一年目は京都の二条城の横にある駿台予備校に行きま
した。これまで、野球の試合以外に長岡京市からほとんど出たことがな
かった私は、電車で京都市内にいくことが楽しく、四条大宮に自転車を
置いていた私は、授業の合間や授業が終わってから、同じ境遇の友人
たちと四条河原町まで自転車で出かけ、当時、ハスラー２の影響では
やっていたビリヤードやゲームセンターで遊ぶようになりました。また、
駿台予備校の現役学生の彼女ができ、次第に遊ぶ時間が長くなりまし
た。しかし、心の中で、『数を打てば何とかなる』と考えていたのですが、
間違っていました。またしても、９打数０安打という結果となり、自業自得
とは言え、正直かなりへこみました。親からは、今後はビタ一文出さない
と言われ、就職活動をするかもう一年受験をするかの選択を迫られまし
た。私は社会人になって何をしたという目標もなく、ただ大学生にあこが
れ、もう一度チャレンジすることに決めました。当然、２年目は予備校に
は行かせてもらえず、朝夕の新聞配達を行い、Z会の通信教育費と受
験料を稼ぎながら、勉強することとなりました。 
いよいよ受験という３日前に、朝 4時からの新聞配達にいく途中で、

原付バイクに乗りながら、居眠り運転をしてしまい止っているトラックに
激突し、意識を失い、病院に運ばれるとうハプニングもありましたが、２
月１日の最初の受験では、首を固定するコルセットを付けたまま、情け
ない姿で会場に向かったのを覚えています。２年目も『数打てば当る作
戦』で関西、関東の私立大学９校受け、結果、合格できたのは、自宅か
らもっとも近い、関西大学経済学部の一校だけでしたが、大変嬉しかっ
たです。 
 

井上雅文の１１ 
 これは大学時代にアルバイトをした数です。 
引越し業（サカイ引越センター北大阪支社） 
新聞配達（朝日新聞） 
ラーメン屋（皿洗い：天下一品長岡店） 
パチンコ店ホール（チャンピオン長岡京市駅前） 
日立マクセル（山崎工場） 
家庭教師 
スイミングインストラクター（茨木市：シャンピアン） 
スキーインストラクター（八方岩岳スキー場） 
リゾートホテル（厨房配膳、皿洗い：黒姫高原） 
喫茶店（阪急梅田地下：キミエール） 
清掃業（京阪淀） 
 
極めたなと思うのは引越し業と新聞配達です。引越し業では荷物の

持ち方を研究し、階段ダッシュとコンテナでの積み込み作業のスピード
が速いということで、ドライバーの方々からたいへんかわいがって頂きま
した。夏休みは泊り込みで足掛け４年間アルバイトしました。 
新聞配達では、密かに毎日タイムトライアルをしていました。大橋社

長に『もうかえってきたんか？はやいな~』と言われるのが喜びでした。
極めたと思うのは、バイクを運転しながら後方の新聞を抜き出し、左手と
左膝を使い折りたたみ、バイクを止めることなくポストに入れるという技で
す。誰と競う訳ではないのですが、３５０部を５６分で配るという密かな自
己最高タイムを持っています。 
  
大学時代 
大学時代に入ってからは、何をしようかと考えていたところ、関西デモ

ンストレーション大会優勝チームというのがきになり、勧誘されるままに
スキーの同好会に入ることに決めました。女子にもてたいという不純な
動機と高校の修学旅行で初めてスキーをしたのですが、とても楽しかっ
たことも動機の一つです。入ってみると、女性禁制で上下関係がすさま
じく、２年遅れで大学に入った私は、年下の先輩に偉そうに言われるの
が腹立たしく、なかなかなじめませんでした。一年間我慢してスキー技
術を習得したらやめてやろうとさえ思っていました。しかし、全国大会の
団体戦を見た瞬間へんなプライドは吹っ飛びまして、うまくなって、大会
に出たいと強く思うようになりました。真っ白な一枚バーンで 6人がフォ
ーメーションを組んで滑走するのですが、それは素晴らしく、通称『岩岳
の華』といわれるものでした。日体大、早稲田、駒大、小樽商科大学、
など上位の演技は相当研究したこともあり、いまでもフォーメーションを
覚えているほどです。 
 1回生のときに SAJ全日本スキー連盟の黒姫高原で 2級、白馬栂池
で 1級を取得していました。2回生になってから私は迷わず、『スキー道
場』といわれる白馬岩岳スキー場のスキースクールのインストラクターと
なる選択をしました。なぜかというと、全国大会の会場であることはもち
ろんですが、常勤の元デモンストレーターの 3人が、仕事の入らない時
に研修を行ってくれる特典があったからです。また、全国大会個人戦優
勝の日体大の海野さんを初め、多くのスター選手がいました。インストラ
クターとしての報酬は激安でしたが、ピーク時は 120人を超える学生が
岩岳のスキースクールに押しかけました。 
 実績としては、全国大会では３回生の時に個人戦では予選、本線を
通過し決戦まで残り、個人総合で約 2000人中 216位の成績を残すこと
ができました。夢であった団体戦で関大 Aチームとして出場もでき、結
果は 22位でした。関西大会では、個人総合 8位でした。中でもゲレン
デシュプルングという 15 メートルほどのジャンプで 2位となり、表彰台に
登ることができました。チームとしては総合 3位ということで 2年連続で
優勝を逃しましたが、4年生最後の関西大会で団体戦優勝、チーム総
合も優勝し 2年ぶりに奪還することができました。ちょっと自慢です。 
 
山一證券時代 
何とか大学を4年間で卒業し、平成5年に山一証券に入社しました。

千葉の船橋で 2 ヶ月の研修を終え、どきどきしながら、配属発表の日を
向かえました。一人ずつあいうえお順に発表されていくのですが、人事
部長より、名前と配属先を言われた後、『はいっ』と返事しと『ありがとうご
ざいます』と言って前に出て、配属先への片道切符が手渡されるという
段取りになっていました。私の順番となり、井上雅文君『熊本支店』と同
時に言われた瞬間、全然予想しておらず、熊本ってどこだっけ？と思い、
返事の声が裏返り、2度返事をしたようです。その後のことはよく覚えて
いません。今でも、同期が集まる度に、笑い種にされてしまいます。熊
本のご出身の皆様、本当に申し訳ありません。本当に当時知識がなく、
パニクッタようです。さて、片道切符を受け取った私は、翌日、茨城県出
身の渡部という同期と一緒に、熊本に向かいました。熊本空港から通町
までバスに乗ったのですが暫く田畑しかみえずえらいとこに来てしまっ
たと思いましたが、間もなく民家がみえ安心したのを覚えています。通
町に着いた時は、お城は見えるは、ビルは立ち並んでいるはで大変、
感動して、熊本支店へ行きました。 
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新人の仕事は、朝一番に会社に行き、新聞配りをし、新聞の読みあ
わせをし、名刺と自己紹介状を持って、1日１００軒ローラー開拓をする
というものでした。私は電車通りの南側を担当し、ゼンリンの地図のコピ
ーを片手にローラー開拓を開始しました。苦労したのは、当初、おばあ
ちゃんの熊本弁がさっぱり分からなかったことです。また９月まで全くお
客様ができず、少し焦っていました。そんな中、JR東日本の公募の抽
選募集が始まり、私は２１２件の募集を獲得し、９４人の同期の中で、トッ
プテンに入り、徐々に手ごたえをつかんでいきました。３年目の平成７
年、１月１７日の阪神大震災をきっかけに、建設株中心にマーケットが
動意付きました。悲しんでいる暇はありませんでした。『お客様の利益が
自分たちの繁栄』と教えられていた私は、株式の注文を受けまくり、そ
れまでの努力が一気に開花することになりました。月間４億五千萬円の
新規資金の導入をきっかけに、その年は、信用取引のお客様４軒、株
式２２５オプションのお客様一軒を獲得し、月間６００万以上の手数料を
６ヶ月連続で達成し、その年の下半期に主任以下の個人部門で総合
賞という社長表彰を頂くことができました。店内表彰は毎月頂くことがで
きました。相当自信になりました。お客様方皆様のお陰です。 
その後、平成９年の９月に神奈川県の川崎支店に転勤になりました。

実績を評価していただき、お客様３００人と２０億円強の預かり資産を頂
き、営業課に配属となりました。しかし、お客様に熊本のお土産、陣太
鼓を配り終えた矢先の１１月２２日（土曜日）に山一證券の自主廃業が
ニュースで報道されました。簿外債務（とばし）の一件が決定打になっ
たようです。本当にびっくりしました。 
メリルリンチ日本証券時代 
さて、その後、会社の整理業務を行いながら、次の会社を探さねば

ならず、ボディーブローのように効いてきて、暗い気持ちになっていきま
した。しかし、野沢社長の涙ながらの『社員は悪くありません』の報道が、
ことあるごとに繰り返され、社員への同情する空気が流れたのか、本当
に社員が欲しかったのか、数多くの企業からオファーを頂き、面接をこ
なしていきました。私は支店長の指示で、NHK の番組での取材を受け、
５分間ほどですが、インタビューと就職活動の様子を報道して頂きまし
た。そして、銀行系中心の幾つかの企業より内定を頂きましたが、外資
系の企業で自分の実力を試してみたいとの思いから、メリルリンチ日本
証券に行くことに決めました。関東圏か地元の関西圏での勤務希望を
出したのですが、またしても熊本支店での配属となりました。『よほど縁
がある土地なのだな』とありがたく思っています。 
メリルリンチ日本証券では、日本全国に３３店舗を出店し、『相談でき

る人』並びに『地元密着で転勤がない』というキャッチフレーズのもと、順
調にお客様を獲得し、2000年のネットバブルも後押し、株式が得意だ
った私は有頂天になっていました。しかし、翌年にネットバブルがはじけ
ると、状況が一変し、プロベーション制度が導入され一定期間内にいく
らの収益をあげないと首になるというものでした。仲間が次々と退社して
いきました。各店舗閉店に追い込まれ、あっという間に３３店舗のうち東
京、大阪、福岡を除く 30店舗が閉鎖となりました。熊本支店も 2002年 8
月に閉店が決定し、福岡支店への吸収を余儀なくされました。私は再
起をかけ単身で福岡支店に行きましたが、法人への債券営業への強
化に舵をきった会社は、預かり資産が５千万円以下のお客様は私の手
を離れ、コールセンターでの取引となり、お客様を手放さねばならず、
そのスピードに追いつけず、その年の 11月に戦力外通告を受けること
になりました。 

 
コーゾーリレーションズ時代 

 その後、再び失業状態となりました。そんな中、当時、小泉改革の一
部で、規制緩和の流れで、免許さえ持っていれば、証券会社と自由に
契約できる様になり、金融商品仲介業を営むことができることとなり、私
は熊本で 7番目の IFA（独立系のファイナンシャル・アドバイザー）にな
りました。IFAビジネスに積極的だった、日興証券（旧日興コーディアル
証券）と契約することにしました。幸い、一度コールセンターでの取引を
余儀なくされたお客様も事情を説明するとほとんどのお客様が快く戻っ
て来て頂けました。本当に感謝です。現在も IFAビジネスを継続してい
ます。一方で青年会議所での先輩から、保険のビジネスを手伝って欲
しいと言っていただき、生損保の販売免許を取得し、株式会社コーゾ
ーリレーションズという自動車の貿易会社の中に保険事業部を立ち上
げ、生損保の販売を行いました。平成景気の後押しもあり、順調に業績
を伸ばし、会社に貢献することができました。しかし、４年目を迎えた平
成１９年に貿易事業の損失が大きく、保険の契約を他の販売代理店に
譲渡し、会社の貿易の部門に特化して欲しいと依頼されましたが、そう
することで問題が解決するとは思えず、保有契約をすべて会社に残し、
退社することとなりました。その後、個人で行っていた IFAビジネスと生
損保のビジネスを融合し、リスク管理から資産運用のアドバイスを行える
ようにし、アイアップアセットマネージメントとして独立することとなりまし
た。 
 
熊本青年会議所 
 私はメリルリンチに入社した翌年１９９９年より卒業の年の２００８年まで
の１０年間青年会議所活動を行いました。当クラブにおきましても、濱田

先輩を初め、多くの先輩がいらっしゃり、心強く感じています。一番の思
いでは、最後の年に広報委員長をさせて頂き、JCプレスとネーミングし
た広報誌 3000部を対外向けに 5回発行することができたことです。当
時、個人事業を始めたばかりで、収入が安定せず、貯金をほぼ使い果
たし、家族には大変迷惑を掛けましたが、委員会メンバーへの配慮や
原稿の書き方など、いろんな面で大変勉強になり、自信をつける事が
できました。 
 
番外編 
趣味：ゴルフ、魚釣り、麻雀 
 
私が似ているといわれる人：故川谷拓三 氏 
 
よく見るテレビ番組：スポーツ全般・『カーネーション』朝の連続ドラマ・
報道ステーション・そこまで言って委員会・お笑い番組 
 
好きな映画：ゴッドファーザー・仁義なき戦いシリーズ 
 
最近の面白かった本：『日本人の誇り』 著者：藤原正彦  
 
好きな俳優：菅原文太・竹内力・小林薫・深津理恵・宮崎あおい 
 
まとめ 
こうして卓話のお話を頂くことで、人生を振り返る機会を与えて頂きあ

りがとうございました。振り返ってみると、改めて、大変多くの仲間やお
客様に支えられ、生きてこれたことに感謝しました。これからも伝統ある
熊本南ロータリーにふさわしいロータリアンとなれるように頑張りたいと
思います。どうぞご指導宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予定】    

 

１月６日（金） 熊本市域 RC合同新春例会 

 ＠熊本ホテルキャッスル 

１２：３０～ 例会  １３：００～１４：００ 懇親会 

＊欠席の方はメーキャップが必要になります。 

 

１月９日（月） 祝日のため休会 

  

１月１６日（月） 会長年頭所感 

 

１月２３日（月） 会員卓話  現王園敏伸会員 

  

 

 

 

 


