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第 358回 例会 

2021年 4月 7日 13:00～ 

■司 会 島村恵三 例会・出席・親睦委員長 

■斉 唱 君が代、奉仕の理想 

■出席報告 出席者数 19 名 / 28 名 

 出 席 率 67.85 % 

■ゲ ス ト 東海東京証券（株）牧野千賀子様 

■ビジター  

ニコボックス 

〇 青木恭子 会長 

牧野さん、はやすぎます。親睦例会で楽しかっ

たのに．．． これからでした。 

〇 荒山久美 幹事 

４/2 に一人娘が 31 歳になりました。牧野さま、

親睦ができずにすみませんでした。東京でもお

身体に気をつけてお過ごし下さい。 

〇 安井忠 会員増強・戦略委員長 

関西でコロナ感染が緊増しています。東海地区

も少しずつ増えています。ワクチンは、まだ来ま

せん。各自各々が気をつけましょう。 

〇 牧野克人さん 

短い期間でしたが、ありがとうございます。誕生

日、最初で最後の卓話です。頑張ります。 

4月度 誕生日お祝い 

４日 牧野克人さん ２２日 櫻井孝充さん 

会 長 挨 拶 

こんにちは、お元気ですね。私

達はコロナ情勢の中、目に見えな

いウィルスとの共生の中でそのウ

ィルスに負けることなく元気でお

顔を合わせております。 

先日ある映画を観ていたら「世

界が平和で続いている、そして幸

せでいると疫病が蔓延してくる。ペストもスペイン風邪も

平和が続いた後やって来た。」と、語っているのを耳に

しました。顕微鏡でも探すことの出来ない体で浮遊して

いるウィルスがいつも同じ空気の中で生きているのです。

医学が発達したことによって人間の命が救われることが

多い昨今、私も含めて寿命も健康的に伸び人間も幸せ

を謳歌してまさしく永遠にこの幸せが続くと感じた瞬間、

天敵であるのか・・ウィルスが忍び込んでくるというところ

でしょうか。ガンも克服されつつあり人口知能にまかせ

駆使して人間はますます地球、宇宙まで我が物にする

のではと全人類が思った瞬間、天敵であるのか・・ウィ

ルスが忍び込んできたということなのでしょうか？ 

最近思うことは、本当に今現実に私達がメディアに依

ってのみ知らされていることで、しかも同じ方向を世界

中の人が小さな画面に選択された画像と数字、グラフ

を少なくとも日本中の日本人は同じ情報を与えられ今

や右向け右、左向け左の状態となっております。小さな

画面は大きな景色のほんの一部であることは、旅行写

真などからわかるように周りの景色は写っていません。

これは判断する資料とは言えません。私達は切り取る

人の意志によって切り取られたところだけ見ているので

あって全体を見て判断する自由もないし、判断する個

人の個性も消されています。 

ここからは私の勝手な極論で妄想ですが、コロナは

私達が運よく遭遇しないというのではなく、実際には存

在していないかもしれない。いっそのこと今まで通り普

通に暮らしても大丈夫と同じことではないかと錯覚する

くらいのことで、自分のこの目で見ていない現状をメデ

ィアの伝える数字と日に日に変化する私達の生活とそ

れを支える経済の圧迫！本当は何も起きていない世の

中だったりして・・なんて妄想である。私の勝手気ままな

現実を逃れるべくこんな妄想を抱いているところです。 

あまりに窮屈なので本当は、コロナは無いのだ！マスク

なしでどこへでも行って大きく息を吸って誰とでも自由

に会えて話して、ある日何事も無かったように楽しい日

だなーという一日を私にください。 

幹事報告 

荒山久美 幹事 

① 5 /16 の例会が 5/22（土）

のコンサート家族例会に変

更になりました。会員は無

料ですがご家族様は有料

になります。同日、ANA ホ

テルにてグルメ家族会を開

催予定です。こちらはおひ

とり￥８０００で飲み放題付きとなっています。お昼

のひと時を美しい音楽で、心身を癒しましょう。 

② 今 年度中止となった夜間例会や親睦家族例会の

替りに、「香楽」さん、「シェ・コーベ」さんの食事券

をクラブから各会員にお渡ししますので「密」になら
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ない程度に会員どうしで、またご家族と一緒に是非

お出掛けください。 

卓 話（牧野克人さん） 

卓話者：牧野克人さ

ん（例会運営・出席

委員会） 

 

 牧野さんは転勤の

為、今回の例会を最

後に退会されること

になりました。これが

最後の卓話となりま

す。牧野さん、これま

でありがとうございま

した。  

 

 

皆さんこんにちは！、牧野でございます。最初で最

後となってしまいましたが、卓話をさせていただけること

光栄に思っております。 

昨年末に島村委員長より卓話のお話をいただきまし

て、その際には、私の生業でございます証券会社の

「社会的存在意義」のようなことを題材にお話ししようと

準備をさせていただいていました。 

ですが、最初で最後の卓話ということで、昨日「違うこ

とを話そう」と突然思い立ちまして、「感謝の人生 2021」

という題名で、簡単な生い立ちをと共にお話をさせてい

ただければと思います。失礼ながら、突然の思い付き

でお話をさせていただきますので新卒採用の面談の自

己アピールのようになってしまい、とりとめもない話にな

りましたらご容赦願えればと思います。 

 

（出自 1.0） 

わたくしは、１９７２年生まれ。心身ともに充実している

４９歳でございます。生まれた年は、1973年の第１次オ

イルショックの直前、札幌オリンピック開催、日中国交正

常化、パンダが初来日など日本は高度成長期絶好調

の時期であったと聞いております。 

出身は、福井県でございます。福井といえば、冬の

味覚越前ガニ、曹洞宗の大本山永平寺、絶景の東尋

坊などが有名な観光地としても皆さんご存じかと思いま

す。その中で私の生まれた土地は、福井県と石川県と

の県境に近い勝山市という人口３万人足らずの山あい

の町です。夏は、白山連峰を源流とするおとりアユ釣り

で有名な九頭竜川沿いの町。冬は降雪が２メートルを

超える雪深い町。今は世界有数の恐竜化石が発掘さ

れる恐竜の町でもあります。産業は観光と土木建設業

と農業以外にこれといったものがなく、細々と永らえて

いるドのつく田舎でございます。 

家族は５人家族。父は福井の繊維工場のボイラー技

士として働いておりました。現在 84歳。母は、美容室を

経営しており現在 81歳、まだ現役で店に立っておりま

す。兄姉は外資系ビジネスマンの１０歳年上の兄、看護

師の７歳年上の姉で３人兄弟の末っ子として生まれまし

た。私以外福井在住です。父も母もモーレツな働き者

でしたし、年の離れた兄姉には遊んでもらえず寂しい

少年時代を過ごしてきたかのように思います。 

 

（学生 2.0） 

その寂しさを紛らわせるためか、小さなころから野原

を走り回りスポーツにのめりこむような学生時代を過ごし

ていたと記憶しています。冬はスキー、雪が積もってい

ないときは陸上競技の短距離走のトレーニングに没頭

していました。陸上部での実績は、小学生のころはぱっ

としませんでしたが、中学、高校では小さな市の大会で

は負け知らず。県でも常にファイナリストの常連となりま

した。 

その後、縁あって名城大学法学部に進学することに

なりました。大学生活の思い出は４年間アルバイトとサ

ークル活動に明け暮れておりましたが、大学のゼミだけ

は真剣に取り組んだように思います。独禁法、経済法

のゼミであったことから卒論では、当時石原慎太郎、小

泉純一郎が提唱していた「郵政民営化」を題材に書き

上げたことを覚えています。当時の担当教授が、郵政

省（現在の総務省）の郵政民営化懇談会に呼ばれ私の

卒論を引用いただいたと後日伺い、誇りに思ったことも

ありました。のちに郵政は民営化され、東京証券取引

所に上場にしたことはご存じのとおりかと思います。 

 

（会社 3.0） 

大学卒業後。1995年東海証券（現在の東海東京フ

ィナンシャルホールディングス）に入社しました。入社直

前の１月には阪神淡路の大震災、４月～５月にかけて

オウム真理教の地下鉄サリン事件など社会的な大事件

が起こった年でもありました。 

そのころには証券会社もバブル経済の影響が露呈

し、銀行の不良債権問題が明るみに出、北海道拓殖銀

行の破綻、山一證券、三洋証券の倒産など大手金融

機関に大打撃を与え続けていた時期でもありました。入

社後すぐに、名古屋市西区にあります浄心支店に配属

され、個人投資家向けの営業を開始しましたが大不況

の時期。隣の席の２つ上の先輩が退職勧告を受けてい

るところを目の当たりにし、「なんて会社に入社したんだ

ろう」と嘆き苦しんだ時期でもあったと記憶しています。 

 

（会社 3.1） 

このような会社の状況に入社したばかり血気盛んな

私は、当時の支店長に「若い先輩がなぜ退職しなけれ

ばならないのか？」とかみついてしまい、逆鱗に触れ、

人事部から呼び出される始末でした。そのうわさが社内

の労働組合の幹部の目に留まり、入社３年目で執行委

員という営業現場にいながらの労働組合の幹部に選ば

れました。入社６年半後 29歳の時には組合の専従に

選ばれ３年間会社を休職し労働組合の活動を行うこと

になりました。 

ちょうど専従となる時期にニューヨークの同時多発テ

ロが起こり、世界中の政情不安テロの恐怖の中、当社

の業績は急落。人員削減を会社が打ち出しました。組

合員の雇用を守るため、多くの折衝を行いましたが結

果数百名の人員削減が実施されました。組合員も多数

退職に追い込まれました。交渉の中で役員の削減を勝
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ち取ることはできましたが、苦い思い出と同時に経営の

難しさを身に染みて感じたとともに、その後の当社の変

革につながった出来事としてその後の会社員人生を送

るうえで人の大切さを理解できた時期でもありました。 

 

（会社 3.2） 

組合専従の後は、法人営業や企画など行い人事部

のスタッフとして仕事をしていましたが、当社が持ち株

会社へ移行するタイミングで会社のトップの秘書を命ぜ

られました。７年間会社のトップの政策アシスタント的な

ことから会議、出張のスケジューリング。財界活動。特

に中部経済同友会の代表幹事の３年間はしんどかった

です。そして、PBに近いことまでありとあらゆることを対

応していました。どんな MBA を取得するよりも経営に

ついて勉強をした７年間だったと思います。特に経営

者が重要な案件になればなるほど、どれだけ孤独に決

断していたかを目の当たりにしていました。今後の人生

にも影響する時期でした。 

 

（会社 3.3） 

秘書室長を経て、当社グループの人事企画部長、

東海東京証券の人事部長の兼務を発令されました。人

事関連業務が会社の重要なファクターであることは労

働組合時代、秘書時代を通じて痛感していましたの

で、様々な変革を起こそうと日々の仕事に合わせ取り

組みました。社員の目標管理から評価までを完全ウェ

ブ化し、ペーパーレス化に成功。大規模な人事制度改

定を行いジョブ型に変更しました。全国で、のべ２千数

百人の前で人事制度の重要性を説明した経験は今の

仕事への自信につながっています。 

 

（会社 3.4） 

人事部長として、人事制度を導入後、この名古屋に

赴任し、中部法人部長を拝命しました。営業することが

14年ぶりでした。毎日の収益数字の報告、状況報告に

苦労しましたが、この名古屋のお客様、そして部下に支

えられ、無事に２年間勤めあげることができました。まだ

まだやりたいことはありましたが、後任の石野がしっかり

引き継いでくれると確信しています。 

 

これから東京では IPO と呼ばれる新規上場を目指

す企業の発掘、サポートを中心に企業の成長に寄与す

る営業部隊を責任者となります。 

当社の経営理念 金融機能の担い手としてお客様

の資産形成や企業の資本の充実に貢献し日本経済の

成長に寄与する。という、言葉を胸に頑張ってまいりた

いと思います。 

このように、私はどのタイミングでも誰かに助けられ、

誰かに叱咤激励をうけ、成長してきました。すべてのか

かわった方に感謝したいと思います。 

 

終わりに、昨年コロナ禍の中、正式には６月に入会さ

せていただきました。それがこの３月末人事異動を命ぜ

られ、東京に参りこととなりました。 

ロータリークラブの存在意義、奉仕の精神について

知り始めたところでしたので大変残念です。短い間でし

たが、名古屋アイリスロータリークラブに所属するロータ

リアンとなれたこと本当に光栄に存じます。 

ありがとうございました。 

 

※卓話の予定時間を超過してしまい申し訳ございませ

ん。稚拙な内容ながら、続きも記載させていただきまし

た。お時間がございましたら御笑読いただけますと幸甚

でございます。 


