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鐘：槇

合

唱：「夕焼小焼」

会

員

俊徳 会 長

数

本日出席数

46（37）名

本日出席率

90.24％

37（33）名

10／3分修正出席率

91.89％

（オンラインなし）

ゲスト：根本

幸治

小市

聡

様（さわかみ投信株式会社）
様（横浜市立横浜総合高校 校長）

横浜南 RAC

一流選手の育て方

横浜高校

元野球部監督
渡辺 元智 様

◆次回（2020 年 10 月 31 日（土））例会予告◆

会場

夜間例会

ローズホテル２階
点鐘 18：00

も み じ

紅 葉

一．秋の夕日に
照る山もみじ
こいもうすいも
かずあるなかに
松をいろどる
かえでやつたは
山のふもとの
すそもよう

二．谷の流れに
散り浮く紅葉
波にゆられて
はなれてよって
赤や黄色の
色さまざまに
水の上にも織る錦

《合唱歌詞》

岡本真理子

様（会長）

𠮷田

もも

様（幹事）

山崎

大雅

様（会計）

大久保彩音

様（会計）

田中

智之

様

町田英利佳

様

◎今週メークアップへ行った会員
10 ／９ 横浜南ローターアクトクラブ（松井・宍戸・井
原

各会員）

10 ／ 13 地区増強計画委員会（宮田会員）

≪会長報告≫

槇

俊徳

会長

１．第 2590 地区 吉田隆男 ガバナーより、
先日のガバナー
公式訪問の、お礼状が届いております。
２．本日、例会前 11：00 より３階にて、会員増強委員
会を開催いたしました。ご出席いただきました、三
役、会員増強委員の皆様、ありがとうございました。
３．ロータリー米山記念奨学会より、青木 理幹事へ、
第 2 階マルチブルの感謝状が届いております。ご協
力ありがとうございます。
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≪幹事報告≫

青木
理 幹事
１．毎年協賛していました南消防出初式ですが、本年度
は、新型肺炎コロナウイルス拡大の影響により、大
幅に縮小しての開催のため、協賛のご辞退のご連絡
をいただきました。
２．他クラブより例会変更のご案内が届いております。
詳細は事務局までお願いします。

ろ気づくのですが、母がすごいなあと思うのは、私が
20 歳になった 1986 年に、私を野村證券奈良支店に連れ
ていくのです。手に職をつけるために株を勉強しろと
（笑）
。なんせ当時は主婦や学生が株式投資で大儲けする
バブルの絶頂期だったのです。私が営業マンから株式投
資のやり方の説明を受けてから、目の前のテーブルに札
束を置くのです。母が言うには、
「これは私のお金じゃ
ない。あなたが今までお正月のお年玉を使わずに置いて

≪委員会報告≫

いたあなたのお金です。これでやってみなさい」金額に

・米山記念奨学委員会
髙橋 常男
美松寛昭会員よりご寄付頂きました。

委員長

して 76 万円ありました。私はその場で東芝の買い注文
を入れました。東芝を選んだ理由は、前日に見ていたア
ニメのサザエさんの提供が東芝だったという理由だけで
す。日経平均株価は 1989 年に 4 万円程の最高値をつけ

≪卓話≫

ると暴落を続け、30 年経った今でさえ 2 万円程です。株
価指数としての成果は半分ですが、私自身の成果は投資

911NY 同時テロを体験しての語り部活動
確定供出年金部

額の数倍の年金資産を蓄えることができました。これに

根本 幸治 様
私の本業は中小企業へ

くなので資産形成のコツをお伝えしておくと、“何を買

さわかみ投信株式会社

の確定供出年金（DC）の
導入サポートです。最も
優れた税制優遇となる年
金資産形成の制度ですの
で、福利厚生の充実にご
関心のある方はお声掛け
ください。
今日は、私の使命であ
る語り部活動をご紹介し
ます。それに先立ち、今回の横浜南ロータリークラブへ
のお招きに深く感謝申し上げます。と言いますのも、私
の父が東大阪で機械製造会社の経営者であったおりに大
東ロータリークラブの会長を務めておりました。私は毎
年 12 月のクリスマス家族会が楽しみでした。大阪の話
ですから、とにかく会員の皆さんが舞台にあがってどれ
だけ会場を爆笑の渦にするかを競うところがありまし
た。私が小学校３年生だった 45 年前の話です。明治生
まれの長老会員がみんなの人気者で私もすっかりファン
になってしまいました。会の最後の締めに全員が輪に
なって集まり「手に手つないで」を唱和します。この時
に人気者の長老が私に「さあ手をつなごう」と声を掛け
てくれたのです。子供相手ですから、お父さんと手をつ
なぎなさいと言われそうなものですが、そうではなくて、
手をつなぐ相手として私を指名してくれたのがものすご
く嬉しかったのです。自分も一人前のロータリアンなの
だという誇りを育ててくれたのです。その感動は大き
かったのでしょうね、45 年たってもいまだに歌えるの
ですから（笑）
。実は父の会社はその後の円高不況で倒
産します。私が京都の同志社大学に入った後のことです。
父は悔しそうにしていましたが、母は喜んでいました。
自分の息子を資金繰りに忙しい会社に入れたくなかった
からです。仕事はサラリーマンが一番だと（笑）。今ご

ついても関心のある方には後日にお答えします。せっか
うかではなくどのように買うか” が重要です。
そして、大学 4 年の就職活動において野村證券に決め
るのですが、それを父に報告した際、父からのたむけの
言葉は「ワシは野村證券にだまされて 3 千万円損したわ」
でした。現在の半沢直樹の社会風潮においては、
「倍返
しだ！」といって復讐すべきなのでしょうが、30 年前
に私が思った感想は、
「だまされる方が悪い」というも
のでした。だって売らずにそのまま保有していれば儲
かっていたことが想像できるからです。そんな学生時代
を背景に野村證券では営業ではなく資産運用を専門に
25 年間務めます。その間に今日の演題にある 2001 年 9
月 11 日のニューヨーク同時テロを現地で体験し、私の
価値観が 180 度変わってしまったという物語をこれから
話します。
今日の本論です。私が野村證券に在籍時、
出張でニュー
ヨークに 3 日間滞在しました。オフィスだったワールド
トレードセンターにジャンボジェット機が突っ込んだの
です。タワーは崩壊してなくなりますが、私は事件の 1
時間前にオフィスを出てロンドンに向かうべく JFK 空
港で飛行機に搭乗していました。飛行機が飛べなくなっ
たというアナウンスを受けてラウンジに戻されました。
テロの疑いがあるということで、英国航空のロンドン行
きをキャンセルし、JAL（日本航空）で東京に帰る手続
きに向かいました。JAL のカウンターには多くの人が詰
め掛け変更手続きや状況説明を求めていました。しかし、
JAL の社員は２つのセリフを繰り返すだけです。
「申し
訳ございません」
「変更手続きはできません」
。人という
のは、相手が対応してくれないと怒りをさらに爆発させ
るものです。私は殺気立った JAL のカウンターを離れ、
英国航空のラウンジにもどりました。英国航空の対応は
JAL とは全く違っていました。ラウンジでの豊富な食べ
物や飲み物が無料であり、電話も開放していました。パ
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ニックになっている人はいません。そして、パイロット

す。今日、皆さんが家庭に帰ったら、自分が語り部とし

のようなユニホームを着たシュワルツェネッガーに似た

て子供や孫に自分の物語を伝えていただきたいのです。

英国航空の社員さんが現れ、皆さんの全ての質問に答え

特別の成功物語が必要なのではありません。皆さんは横

ますと笑顔で言うのです。周りに 100 人以上の搭乗客が

浜を愛しているでしょう。横浜の特定の場所で思い出を

いましたが一人で対応しようというのです。乗客の一人

作ってきたことでしょう。例えば、
「お父さんが初めて

が「パリに行くにはどうすればよいか？」「飛行機が 4

女の子とデートしたのが港の見える丘公園だったけど、

日間は飛ばないから当方でホテルを用意するので隣に移

お父さんは女心がわからなくて大失敗した。今も女心が

動ください」
「陸路で移動したいのだが？」「ならばタク

わからないからお母さんと喧嘩するのかな」
、
「お父さん

シーを手配するのであちらへ」という具合に、あっとい

この店で初めてカルボナーラを食べて感動した。こんな

う間に皆が安心して移動し、私だけが取り残されました。

おいしい食べ物があるなんて社会人になるまで知らな

その私に彼が話しかけるので、JAL で東京に帰りたいと

かった」
。子供たちは親を見ています。親から学んでい

告げると「4 日以降で JAL が再開した際は私があなたに

ます。小学生以下の子供は親に関心があり、親がどんな

連絡するので当方が用意するホテルに滞在してくださ

試練を乗り越え、どんな恋愛を経験したのか興味を持っ

い。今は時間があるので一緒にカクテルでも飲みましょ

ています。中学生以上の子供は親に関心がありません。

う」と強い信念で答えてくれました。私は彼の危機に立

親の物語を聞くことに煩わしそうに背中を向けるでしょ

ち向かう勇気と余裕ある自信に男らしさを感じすっかり

う。でも、必ず聞いています。親の体験を子供も疑似体

惚れ込んでしまいました。一緒にカクテルを飲みながら、

験し、自分の価値の形成に役立てます。頭で学習する知

今度は彼が質問してきました。「あなた日本人としてカ

識はすぐに忘れてしまいます。しかし、疑似体験する知

ミカゼと同じ今回のテロをどう思いますか？」私はこの

恵は心に残ります。人生において迷ったときに導いてく

質問に違和感を抱きました。確かに特攻自爆という行為

れるのは知恵です。１千年前の平安時代にこの知恵のこ

は同じですが、カミカゼとテロでは精神が全く異なると

とを “大和魂” と呼びました。“もののあはれ” とも表現

私は考えていたからです。私が拙い英語で伝えたのは、

されます。世界で最も古い物語を持っているのは日本で

カミカゼは自分の思想や自分の栄誉のために飛行機に

す。世界で最も古い血筋を持っているのは日本です。世

乗ったのではない。自分の母親を守るために乗ったので

界で最も古い会社を持っているのは日本です。歴史物語

す。そのことは鹿児島県の知覧特攻平和会館で直筆の遺

には人生を生き抜くのに必要な知恵を備えています。知

書を見れば誰にでもわかることだと。すると、シュワル

恵を子供に伝えるのは親の仕事です。もし、子供や孫が

ツネッガーが言いました。「こんな話は初めて聞いた。

いないという方がいらしたら、弘明寺駅にある横浜市立

あなたは語り部として日本人の物語を世界に発信すべき

横浜総合高等学校に来てください。小市校長は私の学友

だと」 その言葉が私を横浜南ロータリークラブに導い

です。横浜総合高校は皆さんが高校生と触れ合える機会

たのです。是非皆さんも現場に立ってください。映画
「ホ

を水曜日のランチタイムに設けています。彼らに物語を

タル」の舞台である富屋食堂に宿泊し鳥濱トメさんを感

伝え、彼らの思いを受け取ってやってください。生きる

じてください。戦争が良いか悪いかを論じるのではなく、

ということは、子供にとっても大人にとっても大変なこ

一人一人の生き様の物語に触れ、自分の価値観を見定め

とです。コロナに負けずに人と人が思いを伝え合うこと

ていただきたいのです。私は小学校の時に担任の先生か

で人生を豊かにすることができます。これを機会に一緒

ら、
「特攻隊員の遺言は検閲があるので本当の気持ちを

に私たちの社会を創っていきましょう。忘れないで子供

書くことができず悲惨な命令を受けて無駄死にした」と

に自分の物語を語ってくださいね。

教わりました。私もそうであろうと理解していました。

ご清聴ありがとうございました。

本当にそうなのかと確認すべく現場に立ったのは社会人
になってからです。そして、本物の遺書を見てその達筆
なる筆跡から伝わってきたのは、16 歳、17 歳、18 歳の

〈プロフィール〉
仕事：さわかみ投信株式会社 確定供出年金部にて中小

青少年が本気で家族を守るために飛行機に乗ったという

企業への年金資産形成のサポート

ことです。小学校の担任の先生は自分の目で遺書を見て

使命：
「物語探検隊」として語り部の活動

いなかったことがわかります。どの遺書にも「お母さん、

誕生：

ありがとう」という言葉があります。感謝の気持ちにウ
ソがあるはずがありません。そして彼らの命をかけた行

出身
出身：奈良県奈良市出身

為はカミカゼとして欧米人の記憶に今もとどめ、信念の
まま前に進み続ける態度は尊敬さえ集めているのです。
この体験を受けて、私は「物語探検隊」と称して語り部
活動をしています。
さて最後に、私から皆さんへ宿題を課したいと思いま

趣味：邪馬台国など日本人のルーツ探し
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奈良県奈良市

資格：奈良検定 1 級

奈良まほろばソムリエの会会員

9.11 同時テロを経験しての語り部、活動、ご卓話宜し

1966 年奈良市生まれ。同志社大学経済学部を卒業し

くお願い致します。横浜市立横浜総合高校 校長 小市

野村證券に入社。25 年にわたって資産運用業務を担う。

聡（こいち さとし）様、ようこそお越しくださいまし

2001 年に出張先のニューヨークでテロに被災して以来、

た。横浜南ローターアクトの皆様ようこそ！ 50 周年

宗教・哲学・心理学・スポーツメンタルを学ぶ。現在、
さわかみ投信（株）にて中小零細企業向けに確定供出年

記念式典準備頑張って下さい。
北島達也会員：コロナに見つからない様に巣ごもりして

金の導入サポートを担う。

ました。
川﨑智晴会員：私の知り合いで、さわかみ投信会員番号

演題 「911 同時テロを体験しての語り部活動」

400 番台の人がいます。○千万円突っ込んでるそうです。

日本には世界に誇る宝物があります。それは物語。日

萩生田義久会員：島会員の紹介の根本幸治様、卓話よろ

本には神話があります。そして皆さん一人一人に物語が

しくお願い致します。

あります。物語を子供たちに伝えていく責任が大人には

水谷透会員：根本幸治様、本日の卓話宜しくお願いしま

あります。物語は民族の背骨であることをお話しさせて

す。横浜南 RAC の皆様、創立 100 周年の取材御苦労

いただきます。

様です。
田島文男会員：さわかみ投信 根本様、本日の卓話よろ

≪今月のお祝い≫

しくお願いします。
松井俊彦会員：横浜南ローターアクトの皆々様ようこ
そ！ 50 周年諸事もろもろお疲れ様です！
宍戸留美会員：さわかみ投信株式会社 根本幸治様、本
日の卓話楽しみにしています。横浜南 RAC の皆様、
本日はようこそお越し下さいました。50 周年の準備も
下始めですね。楽しみながらやっていきましょう。
美松寛昭会員：根本様卓話楽しみです。昨日巨人逆転負
け悔しいです。三嶋がほしい！
髙橋常男会員：根本様、卓話を楽しみしております。宜
しくお願い致します。
井原裕一会員：さわかみ投信 根本様、本日は卓話よろ
しくお願いします。ローターアクトの皆さんようこそ。

《10 月結婚記念日》
太郎

本日例会後、私よりも先輩の方々をお呼びして 50 周

青木

理

年に向けて思い出を話していただく時間を設けまし

髙作

義明

島

た。よろしくお願いします。

萩生田義久

各会員

松宮宏行会員：誕生日のお祝い、ありがとうございます。
青木理会員：

《10 月入会記念日》

27 回目の結婚記念日です。

川﨑

智晴

1997・10・４

小原淳会員：スマイルに協力して。

宍戸

留美

2016・10・８

鈴木康昭会員：スマイルに協力して。

島

太郎

2018・10・13

伊藤雄一郎会員：スマイルに協力して。

萩生田義久

1998・10・24

各会員

《10 月誕生記念日》
松宮 宏行
小野

哲

川﨑

智晴

藤田伸哉会員：スマイルに協力して。
篠田育雄会員：スマイルに協力して。
澤田美穂子会員：スマイルに協力して。
本日のスマイル

各会員

≪スマイルレポート≫

（今月の会報担当

28 件
佐藤

一明）

岡本真理子様（会長）・𠮷田もも様（幹事）・山崎大雅様
（会計）
・大久保彩音様（会計）・田中智之様・町田英
利佳様（横浜南 RAC）：いつもお世話になっておりま

◎スマイルリクエスト
澤田美穂子

会員「NO MORE CRY」

仲間由紀恵さんの主演のドラマ「ごくせん」第２シー

す。今日は６人でお邪魔してます。宜しくお願い致し

ズンの主題歌です。自粛期間中に、ドラマも歌も大好き

ます。
槇俊徳会長・岸厚子副会長・青木理幹事：さわかみ投信
株式会社 根本幸治（ねもと ゆきはる）様、本日の

になりました。とても良い歌詞なので橋本先生に素敵な
歌声で聴くのが楽しみです。
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