
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 
2021 年 8 月 18 日 (水) 

通算第 2979 回例会 

本年度 第 5 回  

場所 瀬戸商工会議所 

例会次第 
・開会点鐘 

・「四つのテスト」 

・出席状況 

・会長挨拶 

・行事 

・誕生日・結婚記念日祝福 

・報告事項 

・委員会報告/その他の報告 

・卓話   

RI 第 2760 地区 東尾張分区 

ガバナー補佐  

   梅村邦雄君 (瀬戸北ＲＣ) 

 「ガバナー補佐訪問に因んで」 

第２９７８回例会 会長挨拶 鈴木政成君 
 

２０２１年８月１８日発行  第２８０２号    

瀬戸ロータリークラブ会報 
２０２１～２０２２ ＲＩ.２７６０地区 

前回例会 記録 
2021 年 8 月 4 日 第 2978 回例会 

・場所 瀬戸商工会議所 

・出席報告 54 名中  37 名 

出席率   68.51％ 

・本人誕生日 井上博君  田中靖達君 

・ご夫人誕生日 

      勝谷哲次君ご夫人由美様 

金谷康正君ご夫人津由子様 

・結婚記念日  

〔祝 25 周年〕戸田由久君 

・卓話        

加藤克己君(2021）、栁澤博志君   

「新会員の卓話」 

 

 
 

皆さんこんにちは。本日は瀬戸ロータリー

第 2978 回今年度第 4 回目の例会でござい

ます。 
今月は、会員増強・新クラブ結成推進月間

でございます。このコロナ禍の 1 年半を振り

返ってみますと、我が、瀬戸ロータリーもなか

なか思う様に会員増強は出来ておらず、前

任者の転勤等で新しい方になるとか、父から

息子にバトンタッチされた方以外で考えてみ

ますと、今年の 1 月にご入会頂いた、加藤

克己君 1 人と言うのが現状でございます。こ

の機会に会員増強について考えてみたいと

思います。会員増強の意義とは、組織を常

に生き生きとする為には、新しい血を常に入

れていかなければならないと私は思います。

そして、クラブ活性化の為には、年齢層も幅

広く、俗にいう老壮青のバランスの良いクラ

ブになる事が、1 つの魅力であろうと思いま

す。私の一番大事に思う事は、多様性の時

代にあって、職業分類を考えた多様な職業

の方々の増強であるとか、女性、若者である

とか、そういった新しい方を迎えていく事が、

今、我々に求められていると考えておりま

す。しかしながら、RI の規定審議会では、

2013 年には、職業分類と言う部分におい

て、仕事をしていない人、中断している人も

正会員で良い、極端に言えば専業主婦の

方でも会員になって頂きたいと決議されてお

りますし、2019 年には、事実上の職業分類

の廃止、同一職業分類の中で、瀬戸の様に

会員が 51 名以上の場合は、正会員の 10％

迄が、同一職業分類の方の人数だと規定

していたことも、削除されております。瀬戸

クラブの定款を紐解いてみますと、RI は

その様な形で職業分類について、曖昧な

形を取る様になりましたが、我々の基とな

る瀬戸クラブの定款においては、会員構

成の所で、多様なクラブ会員の基盤の事

が明記されており、本クラブの会員基盤

は、年齢性別及び、民族的多様性を含

め、地域社会の事業専門職務職業及び、

市民組織の多様性を表すべきものである

となっています。これを裏返せば、瀬戸と

いう地域社会を構成する職業の分類のロ

ータリーは、縮図であるべきだと読み取れ

るのではないかと、私は思っています。し

たがって、会員拡大は、偏った職業の方

達だけで、入って頂きやすいからと言って

どんどん増やす様な時代ではなくなりまし

た。産業構造も変わり、私共、瀬戸と言う

地域社会を形成している中で、まだまだ

お入りになっていない職業に目を向ける

べきではないかと思います。RI の今年の

会長 シェカール・メーターさんもこう言っ

ております。 
Each One，Bring One 1 人 1 人が 1 人

に声を掛け、1 人が 1 人をロータリーに連

れて来て欲しいと言ってらっしゃいます。

やはり会員 1 人 1 人が、色々な職種の方

や同じ志の方に声を掛ける事が大事では

ないかと思います。本年の増強委員長も

全会員にご協力頂きたいと、しっかりと今

年の事業計画書に明記しております。ま

だ始まって 1 か月ですが、コロナ禍で、

又、いつどこで我々の行動に制限がかか

るかわかりません。是非皆さんも 1 人 1 人

色んなお方にお声掛け頂いて、少しでも

我々の会員増強に繋がっていく事を期待

しております。これで私の挨拶とさせて頂

きます。 
 

例会予定 
 

8 月 25 日（水） 
地区ＲＹＬＡ副委員長 田中靖達君 

「近年の地区ＲＹＬＡ委員会の活動」 

 

9 月 1 日（水） 
野田正治君 

演題未定 

 

9 月 7 日（火） 
第 2760 地区ガバナー 沓名俊裕君 

「ガバナー公式訪問に因んで」 

 

ガバナー補佐訪問 
２０２１－２２年度 東尾張分区 

ガバナー補佐 

梅村 邦雄君  
(瀬戸北ＲＣ) 

 

歓迎！ようこそ瀬戸ロータリーへ！ 
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栁澤博志君「新会員の卓話」 

 
はじめに～ 
自己紹介 卓話に先立ち 今回のわたくしの入会にご尽力頂

いた、松村前期会長、加藤一夫前期幹事、前期情報委員梶野

様そして、ご推薦下さった寺田悟様、また、ご協力下さいました

関係者各位の皆様に御礼申し上げます。そして、今期、鈴木 

政成会長、松本哲也幹事、歴史と伝統のあるこの瀬戸ＲＣに、

東海東京証券の支店長としてお迎え入れ下さり誠に有難うござ

います。また、この度、親睦活動委員のお役目も頂戴致しまし

た。山内敏也委員長、宜しくお願い致します。改めまして、瀬戸

ＲＣの皆様、今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致しま

す。本日の卓話の構成について、私の略歴、証券マンから支店

長に至る仕事について、最後にＲＣへの抱負。以上の三つにつ

いてお話させて頂きたいと思います。   
  
略歴 先週まで実家である北海道旭川市に帰省しておりまし

た。最初に瀬戸支店に引継ぎで着て、尾張瀬戸駅に降り立った

時感じたことは、どこか故郷の旭川と同じような匂いがするなと

いうことです。四兄弟の末っ子として生まれ、高校卒業までを過

ごしました。一年の浪人を経て、北海学園大学法律学部に進学

奨学金を借りて夜間部に通いながら、朝の 5 時半からすすきの

の大型駐車場の警備員のアルバイトをしながら生計 を 立 て て

おりました。当時は苦しいよりも楽しいの方が上回っておりました

が、振り返るとそれなりに苦学生であったように思います。当時

は大学での勉強や生活にどこか不完全燃焼で早く社会人にな

りたい一心でした。就職活動では、銀行、信金、保険、労金など

の金融機関はことごとく全滅し、望みをかけてなけなしのお金を

持ち東京で開催される説明会と面接に行きました。そこで、三

菱ＵＦＪ証券の人事担当者との出会いがあり、その出会いが、就

職活動全敗中の自分の大いに励みになりました。志倉さんとい

う方です、その場では縁がなく入社とはなりませんでしたが、必

ず証券マンになりますと言って別れました。実はそのあと、日本

橋本店に配属になり、丸の内にある三菱ＵＦＪ証券まで赴き、入

社した事実と当時のお礼を申し上げに行った経緯があります。   

当社での採用最終面接のときの話です。「10 年間、出来ないこ

とを出来ることに変え学ぶことを努力します。そうすれば、10 年

後には 10 年間分の出来る事が増え、そうなれば、その時初め

て、御社に貢献できる社員になっていると思います。ですから、

それまで学ばせて下さい」 そう言って、内定を勝ち取りました。

今思えば、なんと無謀なプレゼンであったかという思いと、寛大

な処置であったなと、思います。内定の物語はアナザーストーリ

ーがあり、当時採用担当チームとして率いていた人事部の課長

がその後部長となりました 2016 年 入社八年で当社市場最年

少で課長に昇進した私に、課長になった二年後、人事部

から、採用ＨＰに特集記事を載せたいから原稿を書いてほ

しいとの依頼がありました。その時、原稿を書きながら、今

課長として少し会社に貢献できるようになっている、まさに

今は採用面接の当時から数えてちょうど 10 年後、約束し

た年です。そういった文章を書いた事を思い出しました。

今現在、6 歳になる息子を一人親として育児と仕事の二足

のわらじに悪戦苦闘する 36 歳です。リーマンショックで入

社して以来、数々のなんたらショックというものにマーケット

に翻弄されてきましたがコロナショックの前後から、ダイバ

ーシティ、働き方改革、生産性革命、合理性の追求、顧客

本位の営業姿勢など取り巻く環境変化と、理念の変化が

著しく、人材も企業も変化を受動できるものとそうでないも

のの差が大きくなり、ハラスメント構造という難しい社会的

な問題点が露呈し、今、転換期、変換機として今一度、人

間的な常識論語と算盤で渋沢栄一のいうところの【知恵、

意識、人情】のバランス感覚が強く求められ、対話でもって

事を納めていくという、インセンティブ制や利益至上主義

の中心に居ながらにして、このパラドックスに立ち向かって

いるそんな状態であります。そして、2021 年この春より、最

年少支店長として、瀬戸支店に配属となりました。何者に

なるのか。自問自答をし答えは出ていません。ですが、今

までの出生から現在までを振り返ると、人との縁に恵まれ、

助けられ、周りの協力があってここまで来れたなと、つくづ

く思うわけです。息子に夢はなんだと聞けば、仮面ライダ

ーだと言ってみたり、料理屋さんだと言ってみたりできま

す。きっとその通りで何者にでもなれる、そんな可能性の

枝葉が大きく広がっているんだと思います。それは未来で

す。私はサラリーマン以外、今のところなれなくなりました。

それであれば、息子の未来の為、自分が何者にかまたな

れる日がくるのか、そんなときの為、支えてくれる部下や同

僚、上司、お客様、いろいろな方々の期待に応えるため、

とにかく、『いい会社にしたい』そう思い定めるに至っており

ます。ですから、私の目標は当社の経営陣、社長になるこ

とです。はたから見ればバカみたいに思われる事を言って

おります。しかし、真剣なのです。社長になるためには、社

長とはなんなのか、何をなすものなのか、どのような人物

で、どういう悩みや苦労があるのか、そしてどんな喜びや

使命があるのか。リーダーとはどういうものなのか、書籍を

読み漁ってもリアリティがありませんそんな時、支店長とな

り、このロータリークラブに入会することが出来ました。ここ

におられる歴戦のリーダー達と実際に会い、会話をし、ま

た考えや片りんに触れる。こうした機会に恵まれたこと、こ

れは私にとって大変貴重な競争優位性であり、これほど素

晴らしい学びの場はほかにないとすら感じて有難く思って

おります。田舎に生まれ育ち、三流大学を経て、目立たな

い人間で紋々としていた私が、周りの助けで支店長にまで

なりましたが、人生で初めて、人に対して誇れる私の略歴

が出来ました。それが瀬戸ロータリー入会。ここから始まる

略歴です。最後にロータリークラブ会員として、奉仕をする

ことが望ましいが、自分の未熟さから奉仕をするではなく、

今こうして、奉仕や友愛、地域や全体のために考え、行動

し、または共有したり支えあう諸先輩方々の姿を見て、学

び、自分が将来、同じような立場になったときの羅針盤とし

て、かけてくださった言葉や体験を思い起こせるよう、謙虚

に学ばせて頂きたいと考えております。 
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ニコボックス報告 
2021 年 8 月 4 日例会 
新会員の加藤克己君と栁澤博志君の卓話を楽しみにしていま

す。瀬戸クラブでの活躍を期待しています。会長 鈴木政成、

幹事 松本哲也 

誕生日をお祝い頂き有難うございます。井上博 

誕生日を祝って頂きありがとうございます。田中靖達 

妻の誕生日をお祝いいただいて。勝谷哲次 

妻の誕生日を祝って頂きありがとうございます。金谷康正 

結婚記念日を祝って頂きありがとうございます。戸田由久 

本日の卓話、宜しくお願いします。加藤克己 

卓話をさせて頂きます。よろしくお願い致します。栁澤博志 

加藤克己君(2021)と栁澤博志君の卓話を楽しみにしています 

青山貴彦、青山稔、井上伸也、井上博、江坂正光、大竹一

義、大原道夫、梶野輝雄、勝谷哲次、加藤一夫、加藤克己、

加藤恵子、加藤捷、加藤唐三郎、加藤眞言、加藤光哉、加藤

陽一、加藤令吉、金谷康正、小林稔、鈴木伸、鈴木光彦、高

橋信郎、田中靖達、寺田悟、戸田由久、野田由紀子、増岡錦

也、松村晋也、山口記由、山本英雄 

卓 話 
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加藤克己君(2021）「新会員の卓話」 
 

 
 
皆さん、こんにちは。68 歳近くになっての新入会員というこ

とですが、本日初めての卓話です。よろしくお願いします。今

日の演題ですが、最近、私も色々な役をやりまして、今日の私

の関係の中で思うことを話させていただきます。 
 最近、私の長い人生の中で、大きな転換期がありました。そ

れは 6 年程前に、大学を卒業し社会人だった息子が会社に

入社したいと言いました。我々の業界はあまりいい環境ではな

く、傍から見ると厳しい状況でしたが、息子本人の意志が強く

一回やってみようということで会社に入りました。もう一つの転

換期は昨年、ロータリーのメンバーでありましたアイトーの加藤

会長が亡くなりました。その後を引き継いで、私が昨年度、理

事に就任いたしました。 
 この歳になり色々な事があると組織のことなどを最近考える

ようになりました。私の人生を振り返りますと、幼少の頃は瀬戸

の中品野という所で周りは陶器メーカーばかりで、家業は陶磁

器の卸売業でした。小さい頃は斜め向かいの煙突からモクモ

クと黒い噴煙が出て、窓を開けると縁側が黒ずんで、それが当

時の私共業界の繁栄の印かなと思いました。それから中学、

高校、大学と進み、ちょうど高校から大学の時に経験したのが

安保闘争でした。それから会社に入り、バブル経済があり、飲

みに行ったりあれこれしておりました。バブル崩壊、リーマンシ

ョックがあり、今日を迎え、私は振り返ると、それなりにいい人生

を送ってきたなと思っています。その転換期というのがちょうど

60 歳の頃からで、家業はやめる方向でしたので、今までのスタ

イル、考え方をそのままずっと続け、あとは何となく 70 歳を過

ぎたら何をしようかな、とそんな思いでいました。そこで息子が

会社に入るということで、人生 180 度変わってしまいました。そ

して昨年、所属組合の理事長として就任した折り、所信に何

を書こうかと思い、ある経済新聞にあった、これからの時代は

始めることであったり、やめることであったり、続けることを

色々精査して人生生きなくてはいけないという論説がありまし

た。これを念頭に進めようかと思ったのですが、いざ頭では

わかるのですが、実際はモヤモヤして、この歳でこんなことを

考えなくては、と思い、組織と私という演題で、今までの経験

と思ったことを述べさせていただきたいと思います。 
 一点目は駅前の展示会で会長をやっておりまして、そろ

そろ若い世代にと思い、各グループに若い方を出していただ

き、若手の運営委員会を作ってもらいました。それが 4、5 年

前です。駅前の会場は来客数も少なく、出展者も減ってい

き、会を開いて運営するだけでは同じことの繰り返しですの

で、どんな展示会がいいのか新しい意見を聞き進めようとし

ましたが、若手から時間が惜しいようなことを言われ、会は 3
回目からは開いていません。若い頃から委員会はそこで

色々なご縁ができ、色々な話をし、楽しい思い出が多いの

で、開催すること自体がおかしいと言われ、いまだに私には

理解ができません。今の若い人たちの組織の関わり方やライ

フスタイルに対応できないのでやめてしまいました。もう一

つ、私と組織の関わりの中で気付いたことに、組織の中にキ

ーマンがいることです。陶磁器業界 50 社ほどのグループに

私は所属しており、先般、そこで以前会長をされ大病された

方に総会でお会いしました。娘さんに付き添われ今にも倒れ

そうなくらいでしたが、最後に「頼むぞ」という声だけは聞こえ

ました。それから 3 日くらいし訃報のＦＡＸが入りました。その

方はしっかりした信念を持ち毎回、共栄共存と経費をかけず

に最大の効果を得る、という言葉を話されました。後に娘さん

に聞いた 4 つの守ってきたことの一つは総会に出る、というこ

とで、最近の中でそこまで組織に対して自分の言葉を実行さ

れた方は見たことがありません。本当に感銘を受けました。そ

れから一点は、これも経験したのは陶磁器業界のことです

が、年に 2 回名古屋で展示会を開くグループに入っておりま

す。その中の最大手の会長の話ですが、その会長は自分の

ブースにはおらず、あちこちを回り、色々お喋りをしていま

す。20 年前から朝早い時間に各界トップの方と朝食会をして

いるそうで、色々なご縁を作り、何かあれば協力して色々なこ

とができるということでした。 
 ロータリーに入会させていただいて、色々な経験をさせて

いただき、小さな器でありますが、大きくさせていただいて

色々な事態に対応できるように頑張りたいと思っております。

よろしくお願いしたいと思います。 
 


