
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1300回 （本年度 29回） 

平成 27年 2月 12日（木）  

世界理解月間 

点  鐘  小 林 正 樹 会 長 

司  会   歌崎 勅男 会場監督 

唱  和 「四つのテスト」 

会員出席報告 髙木 謙太郎 出席委員 

本日のミニ情報 小 林 正 樹 会 長 
「ロータリーの国際奉仕」 
他国の人々を助けることを目的とした奉仕活動です。
会員の国際理解、親善、平和を推進する目的もありま
す。各クラブ独自に活動を展開しています。ヴァヌア
ツ共和国に救急車を寄贈した際には、川崎北クラブと
一緒に中原ＲＣも協力しました。寄贈された救急車↓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会長報告  小 林 正 樹 会長（ 2月 26日）  
１．地区からの来信 

①2015-16年度クラブ役員キット、2013-14年度年次報
告「危険ドラッグ」のポスター1枚が届いております。 

②会長エレクト研修セミナー（PETS）開催のご案内が
届いております。 

 日時：2015年 3月 17日(火) 13：00-19：00 
場所：メモワールプラザソシア 21 

 ※市川会長ｴﾚｸﾄご出席の程よろしくお願い致します｡ 
 ③2015-16年度「地区補助金」プロジェクト募集に関す

る資料が届いております。 
  次年度役員の皆様、ご検討下さい。 

申請期日：2015年 4月 30日   
④2015-16年度 地区委員の委嘱状が届きましたので 

お渡し致します。 
 ・小林正樹会員：社会奉仕委員 
 ・河合 束会員：資金推進委員 
 ・小泉正博会員：オン･ツー･ソウル委員 
２．第 2グループ第 5回 会長･幹事会開催のご案内 
  2015年 3月 6日(金)-7日(土) 18：00～ 
  於：塔ノ沢温泉 福住楼 

 
幹事報告  髙 瀬 建 夫 幹事（ 2月 26日）  
１．地区からの来信 
 ①クラブ入退会状況調査および退会防止アンケートへ

の協力依頼がきております。 
※戸張会員増強委員長、ご対応の程よろしくお願いい 
 たします。 
②神奈川県ﾛｰﾀﾘｱﾝ親睦テニス会（上野杯）のご案内が 
届いております。 

  日時：2015年4月14日(火) 9：30集合 
会場：湘南ローンテニスクラブ 

 ※参加ご希望の方は、幹事までお知らせ下さい。 
③ロータリー為替レートのお知らせが届いております。 
3月も2月から変更なし 1ﾄﾞﾙ＝118円との事です。  

２．他クラブ例会臨時変更 
●川崎鷺沼 RC 
3月 4 日(水) 移動例会  

川崎北 RC創立 55周年記念例会 点鐘 15：00 
●川崎高津南 RC 
3月 16日(月) 休会 
3月 30日(月) お花見移動例会  

とうふ屋うかい鷺沼店 点鐘 18：30  
３．次週 3月 5日(木) 例会前 11：00より、定例理事会を 

 開催致します。理事・役員各位のご出席をお願い申し 
上げます。  

卓  話 古越 孝男 会員「入会卓話」 
私は昭和 32 年の 6 月に長野間で生まれました。4 人兄弟の末っ

子で兄が 2 人、姉が 1 人います。浅間山の麓の北佐久郡御代田

町に生まれました。鉄道のスイッチバックがある街でした。御代田

町は国道 18号線が走っております。信濃追分を起点としまして中

山道と昔の北国街道その2つの分かれ目に御代田町があります。

父が日本通運に勤めていて、兼業農家でした。母が先日米寿の

お祝いをしました。毎日野菜を作って今でも母は頑張っています。

私は高校卒業まで長野県にいました。18 の時に上京するのです

がどうして丸和証券に入社したかといいますと、証券会社が何を

やるのかわかりませんでしたが調べるうちに大学を卒業させてくれ

る会社が見つかりまして、それが丸和証券でした。学費も全部出

してくれると言うことでしたが、5 年間辞めてはならないという条件

が付いていました。布団とカラーボックス 1 つもって上京しました。

最初に住んだ所が溝の口の寮になります。20人から 30 人住んで

いて相部屋でした。3 年ほど溝口寮にいましたが、新人の為にそ

の後柏寮に移りました。当時本社勤務だったので通勤時間が長く、

一旦寮出てアパートに移りましたが、何も持っていなかったので田

舎の兄が冷蔵庫と掃除機、洗濯機を買ってくれました。当時の給

料は 6 万８千円でしたのでとてもやっていけませんでした。半年も

しないうちにまず冷蔵庫を売り飛ばしまして、次に洗濯機、掃除機

も売り飛ばして昼飯も食えないような状況になりました。ポケットの

中には 500 円しか残っていませんでした。当時同期で入社した女

子社員がその状況を知り毎日おにぎりを作ってくれました。結果

的に会社から寮に戻れと言われ寮に戻りました。当時の私の部署

は市場部というところで、東京証券取引所に毎日行って株を売買

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２４名 １６名 ８名 ８４．２１％ 

前々回(2月 2 日)欠席 8名 Make up 3名 ９０．４８％ 

 

 

 

 

川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 木曜日 PM12:30～（第 2 週 AM7:30～）TEL:044-711-8855（東横線 武蔵小杉駅徒歩 3 分） 
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会長・小林 正樹  幹事・高瀬 建夫  会場監督・若狭 滋則  会報委員長・都倉 八重子   

事務所・〒211-0063 川崎市中原区小杉町 3-70-4 ホーユウパレス武蔵小杉 104 
TEL.044-722-7282 FAX.044-722-0066 E-mail:info@nakahara-rc.com 

 

『ロータリーに輝きを』 ＬＩＧＨＴ ＵＰ ＲＯＴＡＲＹ 

ＲＩ会長 ゲイリーC.K.ホァン 第２５９０地区ガバナー 大野 清一 



する「場立ち」と言う仕事でした。9 年間場立ちをやりました。当時

場立ちは、証券会社の花形の仕事でした。＊＊＊＊中略＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
証券ジャパンは今年、４月 26 日で 70 周年を迎えます。何故そう
なっているかというと５年前に旧丸和証券と旧ＮＷが合弁した際、
旧丸和証券を存続会社としたためです。 
丸和証券の創業者は、井出民蔵（1898 年～1970 年）という人で
す。この井出民蔵という人は、いわゆる相場師としても、茅場町で
は知らない人はいないほどの有名人でした。井出民蔵について
は、日経べエリタスオンラインの相場師列伝の中でも紹介されて
います。「真面目な投資は一家の幸福」「株とわが人生」「愛と誠
意と感謝」「賭けは細かく、長く、気長に」「自分の頭に投資せよ。
自分の頭で冷静に判断せよ」「賭けの成果は社会の役に立つも
のに再投資せよ」「目先の動きに拘束されず、将来性ある株に長
期的投資、一時暴落しても必ず上がると信じておれば儲かる時
期は来る」と紹介されています。そこで、井出民蔵の生涯を少しご
紹介します。井出民蔵は、明治 31 年５月、長野県南佐久郡南牧
村の寒村で生まれました。次男坊たった事もあり、尋常小学校を
卒業すると家業の農業の手伝いをやらされます。民蔵少年は、
17 歳の時に一度家出をしますが失敗、19 歳で再度飛びだし上
京し、新宿で３ヵ月新聞配達をした後、大正６年に叔父が経営す
る株仲買いの「井出郷助商店」に入ります。そこでは、字が下手
だったので帳場には向かず、使い走りをやらされます。そこで４年
辛抱しますが、生来の向こう意気の強さがたたって喧嘩が絶えず、
結局店を飛び出してしまいます。店を飛び出した民蔵は、「丸二
商店」に入り場立ちをやる事になります。 しかし、再び喧嘩をし
てまた飛び出してしまいます。結局「才取り」として独立をします。
独立したと言っても店を待ったわけではなく、他人の店頭を借り
て取引委員の間を飛び回る毎日でした。しかし、この「才取り」で
民蔵は、「愛と誠意」と「自分を偽らない」をモットーにかけずり回り、
大きな収益を上げます。井出は、才取りで資金を貯め、昭和１５
年に４２歳で現物取引の「丸民商店」を開業します。店員は総勢８
入でした。井出の相場哲学は、リスクの大きい先物には手を出さ
ず、現物取引に徹することでした。井出は常に汗と脂で臭くなっ
た洋服をまとい、立会場で一番高いところへ上がって相場を通し
ました。その後、井出は昭和 19 年に小井出商店を合弁し「丸和
証券」を設立して社長に就任することになります。 
井出は戦後、丸和証券社長として、証券民主化運動の先頭に立
ちます。彼は、元東証理事長 長坂薫の「５日会」に所属し、昭和
２４年、側近の重役の裏切りにあい、丸和証券は不渡り出すこと
になります。そこから井出の苦難が始まりますが、井出は、自分の
家屋敷を売り払い、山一証券大神社長、野村証券の沢村専務ら
６人の支援で、最終的に何とかこの悲運を乗り切る事が出来まし
た。その後、昭和２９年も同様の危機に見舞われますが、これも
同業の支援により何とか乗り切ります。井出は、昭和３０年代には
「兜町の大矢保彦左衛門」と言われるようになり、証券業界のご意
見番的存在となります。そして、昭和３８年に丸和証券を興銀グ
ループに譲渡した後、井出は、社会へ利益を還元するという趣旨
のもと、幼児教育に参加し、昭和４０年に資材を投じて「丸和学園」
を設立します。丸和学園は現在も千葉県佐倉市にあって、数多く

の幼児を養育しています。井出民蔵は、昭和４５年に７２歳の生涯
を閉じましたが、彼の創業の精神は、旧丸和証券を通じて、証券
ジャバンにも脈々と受け継がれています。 

この卓話はクラブ事務所に保管してあります。必要な方は

事務所までご連絡ください。 

 

ニコニコ報告   髙木 謙太郎 親睦委員 

小 林 正 樹会長・髙 瀬 建 夫幹事 

久しぶりの早朝例会です。「三寒四温」という言葉、今の時
期を言うのでしょうか。３日間ほど寒い日が続き、次の４日間
くらい暖かい日が続くのが繰り返されることです。春の足音
を感じさせます。今日は古越さんの卓話楽しみにしておりま
す。 

ＳＡＡ一同 
本日は入会卓話です。古越さん、楽しみにしておりました。よ
ろしくお願いいたします。 

親睦委員会一同（戸張 裕康 会員） 
古越さんの卓話楽しみにしています。寒いので体調を整え
て頂くよう気を付けてください。 
「みんなニコニコ」  
古越会員！本日はよろしくお願いします。 
市川 功一 会員・山田 一之 会員・小泉 正博 会員 
山本 剛 会員・松川 正二郎 会員・徳安 久是 会員 
会田 公雄 会員 

 
今月の歌 
スキー 

山は白銀（しろがね） 朝日を浴びて、 

すべるスキーの風切る速さ。 

飛ぶは粉雪（こゆき）か 舞い立つ霧か。 

お お お この身もかけるよ かける。 

 

証券ジャパンの井上さまからの手紙です 

 

ご無沙汰しております。 

昨日、小林 正樹 会長が会報作りをお手伝いいただいた

お礼との事でわざわざ仕事場に来店され、お礼の言葉と一

緒に菓子折りまで頂きました。 

ここしばらくは、まったくお手伝いもしておらず、恐縮す

るばかりです。 

お金を払わなければ聴けないようなお話や、会員の皆様の

趣味や健康法など毎回、興味深く聴かせていただいており

ました。特に、会員の皆様のお話は身近に感じられ、お会

いしたことはございませんが、勝手に人となりを想像しつ

つ書き起こしをしていました。 

1 つの卓話が 20 分経過すると集中力が途切れ、話が纏まら

ず少しおかしな書き起こしになってしまい、原稿をメール

で送る際は「広報委員長様、何とか編集してください」と

の気持も一緒に送っていました。 

大変だなと思う時もありましたが、普段、携わる事のない

世界を覗かせていただき、少し得した気分です。少しでも

お役に立てていたなら嬉しく思います。 

お気遣いいただき有難うございました。 

メールでは失礼かと思いますが、皆様によろしくお伝えい

ただければと思います。 

ニコニコボックス 本日 11,000円 累計 540,000円 

記念日ニコニコ 本日 5,000円 累計 65,000円 


