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日》会員数 78 名（出席免除会員 23 名）
・出席 43 名・免除者欠席 13 名・欠席 22 名・ビジター 0 名 ・出席率

55.13 ％

《8月22日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 53 名・免除者欠席 10 名・欠席 16 名・メークアップ 16 名・修正出席率 100.00 ％
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『い ちよし証券の経営戦略と
現在の取り組みについて』
新会員

北野

慎司さん

（いちよし証券㈱ 佐世保支店長）

本日は卓話の機会をいただ
き、誠にありがとうございます。新会員の北野
です。改めてですが、現在、いちよし証券佐
世保支店に赴任しております。本日は宜しく
お願いいたします。
まず、本題に入る前に私の経歴についてご
紹介をできればと思います。
昭和49年3月25日生まれの44歳寅年でござ
います。よく、このような見た目ですが実は
若いんだと言われます。まだまだ若輩者でご
ざいますので、皆様のご指導を宜しくお願い
申しあげます。生まれも育ちも酒蔵や寺田屋
等でも有名な京都市の伏見です。小学校途中
からは伏見区淀に移りました。ここは京都競
馬場のあるところです。京都競馬場でのT V
中継があるときに、第3コーナーにさしかか
ると奥のほうに校舎が写りまして、そこが私
の出身中学です。厩舎で美術の授業があった
りと小さな頃より馬の近くで生活をしていま
した。地元公立高校を卒業後、京都産業大学
に入学して卒業後、いちよし証券に平成8年4
月に入社いたしました。入社後、現在22年
強、いちよし証券に勤務しております。ちな
みに入社後は競馬はいたしておりません。
入社後は大阪府大阪市東成区の今里支店に
6年強、岡山県岡山市の岡山支店に2年、東京

都中央区日本橋の東京支店（現在は銀座支
店）に3年（この時に従業員組合の委員長を1
年半務めています。いちよし証券は専従の労
働組合ではありません。）、千葉県千葉市の千
葉支店に4年（うち後半の1年半から千葉支店
長となり、その後は現役職。この時に東日本
大震災があり対応に追われました。）、そして
大阪府枚方市の枚方支店に3年、埼玉県越谷市
の越谷支店に3年、今年4月よりこちら佐世保
支店に異動となり、現在に至っております。
そして今、この場に立たせていただいており
ます。
我々の業界は、せっかちな人が多く、カッ
カすることも多いです。株式マーケットは、
9:00～11:00と12:30～15:00ですが、私もかつ
て健康診断で15:00過ぎに血圧を測ったらびっ
くりされて測りなおされたことが幾度もあり
ます。佐世保ロータリーでは例会もちょうど
週の半ばで、佐世保の中心的な存在でいらっ
しゃる皆様とご一緒させていただくことで、
良い意味で気持ちがリセットできる良い場に
なっています。
自宅は兵庫県姫路市で、家族は妻と5歳の娘
がおります。現在単身赴任中で、単身赴任が
長くなりそうな見通しです。振り返ってみる
と、周囲よりは異動は少ないと思っていまし
たが、ここのところ東へ西へと大きく動いて
おり、移動距離の遠心力がいささか気になる
ところではございます。
私が証券業界を通じて学んできたことは多
くありますが、その以前に転勤族である者と
して常に意識している事として、「その街の人
間に早くなりきり、骨を埋めるつもりで何事
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にも取り組むこと」「その街で仕事をさせてい
ただいていることに、常に感謝の気持ちを持
つこと」「企業人としてその街の発展に少しで
も貢献できるように全力を尽くすこと」があ
ります。街と関わり、共に栄えていけるよう
にという気持ちを持つことが重要であると私
は思っています。
以前大変お世話になった方が言われた「隣
の店舗が繁盛していることを喜ぼう。自分だ
けが良ければいいと思ってはいけない。」とい
うお言葉がずっと心に染み付いています。
我々のような全国に支店のある場合はそれこ
そが支店がある意味ではないかと考えていま
す。後程、いちよし証券の経営戦略の中に
「地域密着」「地域貢献」という言葉が出てき
ますが、このような社風が私に合っていたか
ら今に至っているのかなとも思っています。
佐世保の街についても今後とも皆様のご教示
を宜しくお願いできればと思います。
それでは「いちよし証券の経営戦略と現状
について」お話していきます。
（いちよし証券のプロフィールを抜粋したもの
を使用）
P1---会社概要
P 2---営業拠点→「地域密着」「地域貢献」
についてと地方証券との統合の考え方
（ いちよし証券グループが皆様をサポート
いたします）を使用して説明
◦見 開きのグループ総合力を左上のガバナン
ス力から説明。
◦見開きの更に中開きの「暦を歩く」説明。
最後に、佐世保に来て約半年が経とうとし
ています。最近、末席ながらも佐世保RCの一
員であることの誇りと責任の重さを実感して
おります。今後とも皆様のご指導を宜しくお
願い申しあげます。本日はありがとうござい
ました。

例会記録
○国歌「君が代」
○ロータリーソング「それでこそロータリー」

（2）

会

長

挨

拶

会長 古賀
巖
先週の実行委員会はアルカス
SASEBOで開催され、現地で
しかわからない部分もあった
り、新たな課題も見つかったり
しましたが、大変有意義な会議
だったと感じています。組織として前に進み
出した感がしております。
昨日は台風21号の強風と高潮で大変な被害
が出たようです。進路がそれた佐世保は胸を
なでおろしたところですが、被害が出た地域
のことを考えれば喜んではいられません。
さて、9月のロータリークラブは、基本的教
育と識字率向上月間とロータリーの友月間で
す。今年度は、久しぶりに我がクラブから
遠田公夫さんに編集委員として出向していた
だいております。お忙しい中頻繁に上京して
いただいていますが、来年の6月までの長丁場
です、お体をご自愛されてのご活躍を祈念い
たします。
そこで、本日はロータリーの友に関して少
しだけご紹介します。ご存知の方もいらっし
ゃると思いますが、お耳を拝借致します。
『ロータリーの友』は、一般社団法人ロータ
リーの友事務所によって発行、運営され、社
員、理事会（代表理事、理事、監事、相談
役）、職員により構成されています。「ロータ
リーの友委員会」は、ロータリー地域雑誌発
行の不可欠な条件の一つとして設けられてい
る委員会で、正・副委員長、RI理事、RI理事
エレクト、特別顧問、顧問、相談役、地区代表
委員、編集長により構成されています。
1952（昭和27）年4月の第60地区地区大会
で、新年度（1952－53年度）から、東西日本
に分割されるのに伴い、2地区で共通の雑誌を
発行することが決まり、これまで共に活動し
た日本のロータリアンが、分割されてからも
緊密な連絡と、情報を共有するための機関誌
として企画されました。
さらに1952年8月16日の岐阜市での会合
で、1953（昭和28）年1月から毎月発行、価
格を50円とする、広告を取って100円分の内
容にする、名前を『ロータリーの友』とする

ことなどが決定されました。
創刊号から6月号迄の表紙は、北斎の「凱風
快晴」富士山だったそうで、当時は頻繁には
表紙を変えていなかったようです。
また私は、創刊号から縦書き横書きのスタ
イルだったと思っていましたが、当初は縦書
きか横書きかで意見が分かれ、全会員による
一般投票を行い、2対1の割合で横書きが採用
されることになりました。しかし、横書きだ
けでは不具合が生じてきて、1972（昭和47）
年1月号から今のスタイルの縦組み横組みの両
面表紙になったとのことです。
1977年、標準RC定款第10条（現14条）の
改定で、公式地域雑誌（現ロータリー地域雑
誌）の規定が設けられ、1980年7月号からRI
公式地域雑誌になっています。
現在、事務所内でコンピューター編集を行
ない、サイズが2016年7月号からはB5判から
Ａ4判になりました。また、「ロータリー地域
雑誌」の要件の一つに『The Rotarian』から
指定された記事を掲載しなければならないと
いう項目があり、IT技術の進歩により、2004
年1月号から、指定記事が『The Rotarian』と
同じ月に掲載できるようになっているそうです。
2013年4月の規定審議会で、ロータリー地
域雑誌も電子版で受け取ることができるよう
になり、『ロータリーの友』も2014年1月号か
ら電子版を発行し毎月１日に更新されています。
さて、本日の卓話は、新会員の北野慎司さ
んです。楽しく拝聴したいと思っていますの
でよろしくお願いします。
〔理事会報告〕
【承認】
１．第2回理事会議事録確認について
２．新 会員研修会及び歓迎懇親会の予算及び
実施内容について
【承認】
３．新会員候補者について手続きを進める件
【承認】
４．第2740地区地区大会について
◦登録について会員全員登録
【承認】
RAC、IAC登録
【確認審議】
◦会員の11月16日㈮～17日㈯出席予定協力
依頼について
【承認】
◦姉妹ロータリークラブ接待について
【継続審議】

◦地区大会信任状選挙人選定について
会員数 7/1現在79名

選挙人 3名 【承認】

５．台南ロータリークラブ創立65周年記念式
典について：平成31年1月11日㈮ 【承認】
６．佐世保北RCより市内IAC交流会開催のご
案内：平成30年10月20日㈯

【承認】

７．福 田 金 治 ガ バ ナ ー 経 由 ガ バ ナ ー 会 よ り
平成30年7月西日本豪雨被害への支援につ
いて

【会長一任】

８．第4回理事会日程について
日時／平成30年10月3日㈬
会場／佐世保玉屋7階

11:00～

玉昇庵

幹 事 報 告
幹事

大久保利博

１．第2740地区ガバナー事務所経由ガバナー会
平成30年7月西日本豪雨被害への支援につい
て、クラブより直接寄付送金の要請。
◦第2670地区（桑原征一ガバナー）
愛媛･香川･高知･徳島
◦第2690地区（末長範彦ガバナー）
岡山･島根･鳥取
◦第2710地区（吉原久司ガバナー）
広島･山口
２．第2740地区ガバナー 	

福田

金治さん

地区大会実行委員長 	

橘髙

克和さん

2 018-19年度「地区大会」人頭分担金送金
のお願い
送金金額／「8月末日現在会員数×5,300円」
３．北松浦RC

会長

横尾

成人さん

創立50周年式典及び祝賀会予定のお知らせ
日程／平成31年2月16日㈯
４．聖和女子学院中学校高等学校
校長
体育祭の開催について

卜部

篤志 様

ご案内

日時／平成30年9月8日㈯

9:30〜15:30

場所／佐世保体育文化館
５．第2740地区ガバナー事務所
第2740地区ホームページ更新のお知らせ
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委員会報告
出席・例会委員会
安福 竜介
11月16日㈮〜17日㈯に開催
されます地区大会には是非多く
の会員の皆様、ご夫人の皆様の
ご協力が必要不可欠となってき
ます。つきましては当日の参加
人数を把握させていただきたい
と思いますので、ご依頼文を送付させて頂き
ます。同封の返信ハガキに、◯印をご記入の
上、ご回答いただきますようお願いいたします。

福田 金吾さん、黒木 政純さん
安福 竜介さん、西田 勝彦さん
筒井 和彦さん、橘髙 克和さん
橋詰 文雄さん、坂元
崇さん
中川 知之さん、芹野 隆英さん
石田 謙二さん、吉田 英樹さん
平尾 幸一さん、髙田 俊夫さん
坂本
敏さん
新会員 北野慎司さんの卓話に期待してニコ
ニコします。
◇

ニコニコボックス

本日合計

朗遊会より

累

朗遊会 坂元
崇
第2回朗遊会開催のご案内
日程／平成30年10月6日㈯
時間／9 :00〜10:00の間で
スタート予定
場所／佐世保カントリー倶楽部
石盛岳コース
電話／0956-49-5654
参加費／2,000円
（ソロプチミストコンペ5,000円）
※準備の都合上、9月19日㈬までに出欠のご
返信をお願い致します。
当日はソロプチミストのチャリティーコン
ペ内での開催となりますので、あらかじめご
了承ください。

福田

巖 会長、大久保利博 幹事
章博 副幹事、米倉洋一郎さん

クラブ会報委員会
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＊9〜10月 例会卓話者予定＊
佐世保観光コンベンション協会
９月19日 （公財）
常任理事 兼 事務局長
		
川口 裕樹 様
９月26日

観月例会

10月３日

チーム俵事務局

富田由香子 様

10月10日 親和アートギャラリー
		
学芸員 藤松

綾子 様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／9月18日㈫ 16:10〜 
会場／西海学園高等学校 記念館1F 2年4組教室

金吾

山下 尚登さん
山下医科器械の親会社であるヤマシタヘル
スケアホールディングス株式会社の第1回株主
総会が先週無事終わりましたので、ニコニコ
します。
古賀
廣瀬

285,000 円

日時／9月25日㈫ 16:10〜 
会場／西海学園高等学校 記念館1F 2年4組教室

ニコニコボックス
親睦活動委員会

計

24,000 円

委 員 長
副委員長

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

8月〜9月20日 （夏休みの為）休会
＊西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊R ACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

（今週の担当：長浜
（カメラ担当：橋詰
大神
黒江

吉史
章雄

委

員

長浜
橋詰

陽介 ・ 萩原多恵士
文雄 ・ 安部 雅隆

陽介）
文雄）

