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8月26日例会　会員総数86名（内免除会員5名）

■会長報告	 奥原　　宏	会長
　私が会長を拝命し、早2 ヶ月以上過ぎようと
しています。
　7月に会長エレクトの辞任に伴い、帯広RC細
則第3条第3節に従って、2 ヶ月あまりしかるべ
き会員の方々に就任をお願いしてまいりました
が、なかなか意のある所をご理解いただけなく

難航しておりましたが、ようやく9月定例理事会で会長エレク
トを決定することができ、本日の臨時総会を迎えることがで
きました。また、それに伴い現副幹事の新田潔会員、現副会
計の工藤大輔会員、第1会場監督の小澤昌博会員のお三方につ
いては、大変残念なことでありますがご理解をいただき退任
していただくことになりました。短い間でありましたが大変
ご苦労様でありました。本当にありがとうございました。
　会長エレクトの決定に伴い、副会長であり会長ノミニーを
選任しなければならないという問題、それから先週会員の皆
様にクラブ会長として正式にお知らせいたしました帯広RCと
してガバナーを輩出する問題等まだまだ解決しなければなら
ないことがございます。会員の皆様方には深いご理解とご指
導を賜りますことをお願い申し上げます。
　この様に大きな問題を抱えていますと、今年度のクラブ活
動計画に支障が出ないとも限りませんので、会長・幹事共々
運営には細心の注意を払いながら進んで行きたいと思います
ので宜しくお願いいたします。
　更にこの様に毎日がロータリーという生活を送っています
と、ロータリークラブの現在の問題点等が浮き彫りになってき
ますので、大変勉強になっていることは否めないと思います。

■プログラム　「臨時総会」	 （理事会）
　後藤幹事よりクラブ細則第5条により、会員総数86名、本例
会出席者数67名でこの総会は成立したことの報告がありました。
　その後、クラブ細則第4条により、奥原　宏会長が議長を務
め、渡辺　喜代美会員が会長エレクトに指名され、全会一致
で承認されました。

　この総会で承認された役員は次の通りです。
会長エレクト　　渡辺喜代美
副幹事　　　　　小田　　剛
副会計　　　　　小白　智志
第一副会場監督　及川ゆかり

　第一生命保険㈱	帯広支社支社長　加藤　恭一
　皆さまこんにちは。今回の卓話に指名いただ
き、大変恐縮しています。また光栄に思ってい
ます。先日、広報委員の皆さまには歓迎会をし
ていただき大変感謝しています。その中で、帯

広モンロー主義について、ご指導いただきありがとうござい
ました。
　さて、「私の履歴書」ということで、自己紹介を含めお話し
させていただきます。

昭和57年12月:第一生命札幌支社西営業部西第5支部入社
昭和62年 4月:指導所長になりプレイングマネージャーの立場に
平成元年10年:指導主管になり新人職員を育成する立場に
平成 4年 7月:札幌支社大通南支部・支部長代理
平成 6年 7月:札幌支社大通南支部・支部長
平成 8年 4月:札幌支社山の手支部・支部長
平成13年 4月:所沢支社入間西支部・支部長
平成15年 4月:むさしBL・営業部長
平成16年 4月:横浜支社横浜営業部・営業部長
平成20年 4月:函館支社長
平成24年 4月:帯広支社長

　一般の営業と同様、初任給80,000円で入社しました。とい
うのも、昭和57年4月に旅行会社に勤務したものの、やりたい
業務と実際の業務との間にギャップがあり、若いせいもあっ
て、上司に逆らって4 ヶ月で退社しました。でも、その前職で
経験した営業という仕事が面白く、人に興味を沸かせる仕事
だということに気づきました。当時、“営業の中で一番難しい
のは「生命保険」である、死亡しないと、入院しないと、満
期までは30年、形のないものを営業する”、この生命保険の営
業ができれば、どんな営業でもできると勝手に判断しました。
　たくさんある生命保険会社の中で22歳の中途入社をさせて
くれた会社が第一生命だけでした（男性の採用は原則新卒の
み）。入社した当時は保険の営業が難しく、毎日やめようと思
っていました。ある事がきっかけで仕事ができるようになり
ました。上司のアドバイスはもちろん、今で言う「安心」を
形にしたものが生命保険である事をお客さまより教わりまし
た（当社では“安心の絆”と呼んでいます）。
　平成6年の支部長1年目に退社寸前まで追い込まれ、自分に
は女性を管理・指導は無理ではないか、一生懸命頑張ってい
るのに職員はついてこないと常に葛藤と戦っていました。「鼻
が高かった（えらくなりすぎ）、謙虚さがなかった、給与は職
員からいただいている」ということに気づかせてくれた当時
の支社長に感謝しています。
　平成8年札幌支社内での異動後、北海道トップの支部となり
ました。
　平成13年からの所沢での3年間は、ゴールデンウィーク・夏
期休暇・年末年始休暇以外は休みませんでした。職員からは「仕
事をする」という事を教わりました。
　平成16年からの横浜での4年間は、のびのび仕事をさせても
らった当時の上司に感謝しています。特にアフターファイブ
が楽しかったです。横浜野毛というところで、一日3軒5,000
円コース、週5回出歩いていました。
　支社長として4年間過ごした初場所の函
館時代を経て、帯広支社長として会社は
じまって以来の連続北海道での支社長職、
大好きな北海道で勤務を続けることがで
き、会社にはとても感謝しています。
　ロータリー歴はまだ5年目で、諸先輩
の皆さまのご指導をいただきながら、今
後もロータリー活動に邁進していきたい
です。

■プログラム「新入会員卓話」	（プログラム委員会）
	 田中　一郎	プログラム委員長
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「私の履歴書・自己紹介」
　　　　	SMBCフレンド証券㈱帯広支店	支店長　西田　康孝

　皆さんこんにちは。ただ今ご紹介に預かりま
したSMBCフレンド証券帯広支店長の西田でご
ざいます。宜しくお願い致します。
　この度はご縁がありまして、歴史と伝統が深
いこの帯広ロータリークラブに入会することが
出来まして、皆様と同じ時間を過ごせて沢山の

思い出や繋がりが出来る機会を頂けました事を大変嬉しく思
っております。大変ありがとうございます。
　本日は「私の履歴書・・」とお題を頂いておりますが、堅
苦しい話は私も非常に苦手ですし、皆様も退屈でしょうから
簡単に且つ脱線しながらお話ししたいと思いますので、少々
お付き合い下さいませ。
　私は説明するまでもなく世間で言われます「証券マン」で
ございます。
　当社、SMBCフレンド証券は三井住友フィナンシャルグル
ープの証券会社です。
　当社は旧5社が合併をしております。住友グループとして明
光証券とナショナル証券、泉証券が一緒になり明光ナショナ
ル証券となりました。三井グループとしては山種証券と神栄
石野証券が一緒になりさくらフレンド証券となっておりまし
たが、住友と三井が合併して三井住友フィナンシャルグルー
プとなり両社旧5社が一つになって現在のSMBCフレンド証券
となっております。グループにはSMBC日興証券もあり、兄
弟会社ということになります。
　現在は「100年に一度の未曾有の相場」という言葉も話題に
なっているように非常に世界環境も悪く最悪の状態は過ぎた
もののまだまだ行く先に不安が残る状態であります。本日・
明日に米国で行われているFOMCにおいてQE3（量的緩和策）
が発動されるかが目先の期待感になっております。なかなか
日本においても人員削減のニュースや節電・節約の流れもあ
り、景気回復も見え辛いのも現状です。私は景気と言う意味
では「無駄」も大いに必要だと思っております。「無駄」を排
除する究極は不景気になると考えております。
　なかなか運用も難しい現状ではありますが、何か資金のご
運用ご用命がありました節にはお気軽にお声掛け下さい。
　私は京都生まれ京都育ちで昭和39年生まれの年男です。親
睦活動委員会にも同年代の会員さんもおられて、皆さん本当
に気さくな方ばかりで大変喜んでおります。
　趣味は温泉（ドライブ）・ゴルフ・スキー・・・娘の吹奏楽
の追っかけです。
　妻・娘二人を京都に残し単身赴任で、親バカ自慢になりま
すが・・頭は私に似て悪いですが吹奏楽に関しては上の子が
あの高校野球で春夏連覇を果たしました大阪桐蔭の吹奏楽部
で、全国連続金賞のトップバンドメンバーでした。現在、下
の子がこれまた明浄学院という同じく全国トップ吹奏楽バン
ドのメンバーとして頑張っております。
　皆さん、京都は行かれた事はございますでしょうか?
　最近は千歳からLCCが飛んでいるので非常に安く関西へも
行けますので、また行かれる機会がありましたら簡単なご案
内は出来るかと思いますので気軽にお声掛け下さい。
　簡単ですが時間もございませんので、今後とも宜しくお願
いを致しまして私の卓話とさせて頂きます。 以上

■会務報告	 	 後藤　健二	幹事
①RI第2500地区　地区大会開催のご案内
＜大会1日目＞　日時　10月5日（金）
　・記念親睦ゴルフ大会
 8:00〜　北見カントリークラブ

　・記念親睦パークゴルフ大会
 13:00〜　北見市川東河川敷コース
＜大会2日目＞　日時　10月6日（土）
　・登録受付 9:00〜　北見市民会館
　・本会議 10:00〜15:00（12:00より1時間昼食休憩）
　・基調講演 15:15〜16:30
　・記念懇親会 18:00〜19:30　　ホテルベルクラシック
＜大会3日目＞　日時　10月7日（日）
　・登録受付 8:30〜　北見市民会館
　・特別記念講演 9:00〜10:30
　・本会議 11:00〜12:00
②帯広北RC・帯広東RC・音更RC同伴夜間例会開催のご案内
　日　時　9月14日（金）午後6時
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　※尚、帯広東RC、9月11日（火）の繰下げ例会と致します。
③帯広南RC、9月17日（月）の例会は、祝日のため休会と致し

ます。
④帯広南RC、移動例会開催のご案内（友好の森整備）
　日　時　9月24日（月）午前11時
　場　所　帯広の森
⑤帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　9月27日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
⑥帯広北RC、移動例会開催のご案内
　日　時　9月28日（金）午後1時
　場　所　十勝毎日新聞社
⑦帯広RAC、例会開催のご案内
　日　時　9月20日（木）午後7時
　場　所　ホテル宮崎
　内　容　Now or Never（国際奉仕委員会担当）

■委員会報告
　・出席報告	 	 及川ゆかり	出席委員長
9/12例会の報告
　会員総数86名  内免除会員5名  出席者数67名  内出席免除会員3名
8/26例会の報告
　メークアップを含む出席者数63名　出席率76.82%
・ロータリー財団表彰	 橋枝　篤志	ロータリー財団委員長
　メジャードナー　讃岐　武史　会員
　マルチプル　ポールハリス　フェロー　
　　髙橋　勝坦 会員　　道　　吉見 会員　　進藤　恒彦 会員
・米山功労者表彰	 	 石神　美代	米山記念奨学委員長
　米山功労者第9回マルチプル　奥原　　宏 会員
・ニコニコ献金	 	 小林　善之	親睦活動副委員長
辺見　京一 会員
　10月6日に当ホテルで、北海道金融広報委員会主催で講演会
を開催します。ポストにご案内を配布しましたので御出席希望
される方は一声おかけ下さい。なお無料です。
三宅　弘泰 会員
　「8

はっせん

000会」にて講演させていただきました。後藤幹事ありが
とうございました。長崎チャーター 11月23日〜25日です。宜し
くお願いいします。
■お誕生祝い	 	 北野　宏明	会員
■ご結婚祝い	 	 眞鍋　智紀	会員　佐藤　幸宏	会員
■配偶者様お誕生祝い	 池田　雄一	会員

■次週プログラム予定
9月19日（水）「新会員卓話」 三浦  啓徹  会員（プログラム委員会）

「日本のロータリークラブ会員　3名の国際ロータリー会長を祝う」
 星屋　洋樹 会員（ロータリー情報委員会）


