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クラブテーマ 

ロータリーの森

本日のプログラム

司会   杤本 正樹君

・点 鐘            伊藤  純君 

・ROTARY SONG 「われら日本のロータリアン」 

・今月の歌     「春一番」 

・ビジター紹介         伊藤  純君 

・食事・歓談

・委員会報告

・会長挨拶           伊藤  純君

・卓 話            和田 了司君

・幹事報告           成瀬 浩康君 

・点 鐘            伊藤  純君 

今月の歌 

春一番 

雪がとけて川になって   流れて行きます 

つくしの子が恥ずかしげに 顔を出します 

もうすぐ春ですねえ ちょと気取ってみませんか 

もうすぐ春ですねえ    恋をしてみませんか 

先週の記録 

幹事報告        幹事   成瀬 浩康君 

クラブ行事 

＊3月12日：ポイ捨て・ふん害防止啓発活動 

集合時間：8：20分（小雨決行） 

場所：パナソニックエコシステムズ（旧松下精

工）の北駐車場  総合体育館の北側です 

例年の落合公園ではありません 

春日井ＲＣのジャンバー着用でお願いします 

次週予告 

＊3月17日 卓話  

２０１７年３月１７日（金）２３１５回（３月第３例会） 

雨にも負けずプロジェクト 中川国広代表 

セブ帰国報告      和田 了司君 

◎例会変更のお知らせ 

名古屋清須 ３月２１日（火）３月２１日(火) 

   ＲＣ 外部例会の為  

あ ま ３月２７日（木） 

   ＲＣ 家族会の為  

◎例会休会のお知らせ 

○一宮ＲＣ     ３月２３日（木）は休会 

○名古屋城北ＲＣ  ３月２１日(火)は休会 

○小牧ＲＣ     ３月２９日（水）は休会 

○名古屋守山ＲＣ  ３月２９日（水）は休会 

出席報告 委員長 大橋 省吾君 

会員 59名 欠席 25名 出席率57.6% 

先々週の修正出席 欠席 3名 出席率94.9% 

ニコボックス報告    委員長   速水 敬志君

○７４歳になりました。足腰達者です。

松尾 隆徳君

○祝福の皆さん。おめでとうございます。

近藤 太門君

○宅間さん。お世話になります。

祝福ありがとうございます。  小野寺 誠君

○皆様の貴重な時間を頂き、卓話をさせていただ

きます。よろしくお願い致します。加藤 将人君

○３８歳の次女が妊娠しました。全ての神に感謝

いたします。          山田  治君

○加藤さん。卓話を楽しみにしています。

大原 泰昭君

会      長 ：伊藤  純 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：社本 太郎 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

副  会  長 ：宅間 秀順 事 務 局 ：春日井市鳥居松町5-45 

幹      事 ：成瀬 浩康  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

会報委員長 ：加藤 宗生 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp



○ＲＣネットワークで、とても良いことがありま

した。             青山 博徳君

○夫人誕生日を受ける喜びで。  加藤久仁明君 

○祝福を受ける喜びで。     北  健司君         

○卓話を楽しみにしております。 古屋 義夫君

○いつもありがとうございます。 大橋 省吾君

○祝福のみなさま。おめでとうございます。卓話

を楽しみにしています。

貴田 永克君  岡田 義邦君  川瀬 治通君 

宅間 秀順君  社本 太郎君  岡嶋 良樹君

蓮野 美廣君  屋嘉比良夫君  伊藤 正之君 

志水ひろみ君  風岡 保広君  加藤  茂君

場々大刀雄君  大畑 一久君  伊藤 一裕君 

長谷川英輝君  杤本 正樹君  梅村  守君

岡本 博貴君  下田 育雄君

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会

卓話            加藤 将人君 

自己紹介と株式投資のコツ

本日はこのような貴重な時間を頂まして あり

がとうございます。

東海東京証券春日井支店の支店長加藤将人と申し

ます。

せっかくの機会ですので、今日は家族の紹介と

自己紹介 それから、株式投資が上手になるコツ

をご紹介できればと思います。

現在、家族は妻と小学校に通う長男 5年生 次男
3年生 長女 1年生の 5人家族です。
妻の家計は、慶長 17 年徳川家康の命により、清
洲越しのさい鍋屋町になべ職人としてきたもので

あり、現在 東海地方では唯一の御釜師として十

三代目になります。

 もし、茶道をおやりになる方がいらしたら、ぜ

ひ ご紹介ください。（お手元に十三代 加藤忠三

郎の作品を見ていただければと思います。）文化を

継承していくことは、大変難しいことははたから

見てもわかります。

 さて、私の話になりますが、現在弊社は中部地

方を中心に 52 店舗 地方銀行さんとのジョイン
トベンチャー証券を数えれば、120 店舗以上ある
のですが、その中で始めて高卒で支店長

になりました。 私はブルーオーシャンという言

葉が好きで、争わず世の中の必要とされる世界で

戦うことが大事だと考えています。

 私は はじめ地場証券である丸万証券に入社し

内勤をしていました。その後、東海証券と合併し

ました。しかし、証券不況により、営業にリスト

ラされ、営業という厳しさに精神疾患になり、会

社に来ることができない時期もありました。

 その後、内外証券を吸収合併 東京証券と合併

し東海東京証券として 17年目になりました。

通常、リストラされ精神疾患になったものは、会

社を辞めています。そんな中 私が生き残れたの

は、周りの人に恵まれ お客様に可愛がっていた

だいた結果救われました。 ただ、それだけでは

支店長にはなれなかったと思います。一人のお客

様の出会いが自分をここまでにしてくれたと思っ

ています。大変、粋な方で その方は私が営業員

で担当していたとき、次男が生まれる際、会社を

一日休むことになり 休む理由を聞かれたため報

告しました。次の日 私が会社の上司に電話をし、

休みをいただいたお礼と業務に支障をきたすこと

を謝罪すると 上司からゆっくり休めばいい、実

は朝一番で 昨日お休みをいただくことになった

お客様から、大量の株式買い注文が入ったそうで、

手数料が上がっているとの内容でした。

 後日、その注文のお礼と ともに内容を見ると

さりげなく以前から私が提案していた銘柄がひと

つ入っていました。その方は何もおしゃいません

でしたが、証券マンが手数料を喜ぶことを見越し

てのお祝いだったと思います。そんな一期一会を

経験した営業員はいないと思います。それからは

この方に利益を出すために、懸命に株がうまくな

りたいと思いました。

 その方は実は、杤本正樹さんのお父様です。そ

の後転勤になり 7年ぶりに春日井の支店長として
戻ることができたのは、相場観が自分の中では誰

よりも秀でたことが要因だと信じています。

 私は株式投資が大好きです。投機は嫌いです。

上手くなるには 何よりも物の価値を知る必要が

あり、実は先日、宅間副会長がご紹介されていた、

渋沢栄一の夢七訓が投資の極意だと思います。世

の中は過去（先人）に習い未来を創造すること大

事です。これからの資産を守るのは何よりも（皆

様方のような）優れた経営者にお金を託すこと。

事実、パナソニックの松下幸之助さんやソニーの

盛田昭夫さんなど存命中に預けられたお金は、守

られました。今の世でいえば、日本電産 永森氏 

1989 年上場し約 600 円が 28 年で株価約 11000
円に ソフトバンク 孫氏 1994 年上場し約
400円が 23年で株価約 8500円に ファーストリ
テイリング 柳井氏 1994年上場し約 1400円が
23年で約 35000円に上昇しています。
 ソフトバンクは、2050 年に時価総額 200 兆円
にするための礎を計画しています。ＨＰに紹介さ

れていますが、もしその思いが通用するならば 

計算的には 今のソフトバンク85万は2050年に
1600万円になる計算になります。
 現状、仮に 30 年 1 億貯金してもほとんど金利
はつきませんが、その経営者に惚れ、作っている

ものや理想がしっかりしている会社にお金を株式

投資していただければ お金は守られると思いま

す。買うときの入り口だけではなく、売り時の出



口である物語をイメージした上で購入していただ

くとリスクは減ると思います。

 ご清聴ありがとうございました。

ポイ捨て・ふん害防止啓発活動 

パナソニックエコシステムズ 

セブ帰国報告 

峠 テル子君による紙芝居 



地区委員委嘱状授与 

祝福 会員誕生日 

祝福 結婚記念日 

祝福 アテンダンス表彰 

卓話 加藤 将人君 


