
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1315回 （本年度 44回） 

平成 27年 6月 11 日（木）  

点  鐘  小 林 正 樹 会 長 

司  会   若 狭 滋 則 会場監督 

斉  唱 「四つのテスト」 

会員出席報告 戸 張  裕 康 出席副委員長 

本日の欠席者：市川会員、古越会員、都倉会員、高木会員、
山本会員、工藤会員 

  

会長報告  小 林 正 樹 会長（６月 18 日） 
１. 次週 6月 25日(木)は、ファイナル例会です。 

玉川高島屋 南館 10階 ローストビーフの店 
「 鎌倉山 」にて、点鐘 18：30 

  ご家族お誘いあわせの上、ご出席下さい。   
幹事報告  髙 瀬 建 夫 幹事（６月 18 日）  
１．地区より、2015-16年度地区拡大増強セミナー開催

のご案内が届いております。 
日時：2015年7月14日(火) 15：00-17：00 

  場所：メモワールプラザソシア２１ 
※市川会長ｴﾚｸﾄ、都倉次年度会員増強委員長、 
ご出席をお願い致します。  

２．ハイライト米山 が届いております。回覧 
  メール環境のある方には、転送させて頂きましたの

でご覧下さい。 
  
 本日のミニ情報  

「ロータリーの友」からの募集 
ロータリーの友事務所が、「例会を楽しむちょっとし
たコツ」として、例会プログラムで工夫していること
の情報を募集していました。当クラブは、月一回の早
朝例会の取り組みと、その早朝例会に、以前武蔵小杉
にお住まいだった方が、はるばる青森からメークアッ
プにお越しいただいたことを投稿いたしました。 
 

卓 話 徳安 久是 会員 入会卓話 
 神奈川県会議員をやる段階で一度、経歴を調べたこ
とがあります。いろいろなことをやってきたなあと、
自分でいうのも恥ずかしいですが思います。1960 年の
10月 9日に生まれました。ジョンレノンと同じ誕生日
です。高校時代は 3 人同じ誕生日の人がおりました。
一人は東海大学で教授をやっておりまして、一人は批
評家でテレビなどにも出演しております。三人目の私

だけが今一つの状態というのが現状であります。10月 9
日は「トークの日」などと言われておりますが、実は「と
く（徳）」ということで私の日であります。これに気付
いたのが 2～3か月前であります。 
 父は徳安実蔵といってかなり有名な政治家でした。父
の正確な生い立ちを知ったのが、亡くなった後でした。
戦前の東京の市議会議員の後、港区の区議会議長などを
歴任して、戦後鳥取県で国会議員をさせていただきまし
た。背景には大野伴睦の家に出入りしていたということ
があるようです。大野伴睦派の会計担当であったという
ことで羽振りのいい生活をしていたと聞いております。
そのような父のもとに生まれたので政治の世界には抵
抗なく入ったのですが、最初から政治の世界というわけ
ではなく、紆余曲折がございました。 
 地元の小学校を出まして、中学から慶応に入りました。
この時が参議院の松沢しげふみさんとの出会いになり
ます。私の 2期上になります。ラグビー部につい入って
しまったのですが、根性がないものですから、夏の合宿
を境にやめることにしました。ところが、中学のサーク
ルというのは、簡単にやめることが認められない、まず
は面倒を見る係がついてケアしてくれました。それが松
沢さんで、いろいろとケアしていただいたのですが、残
念ながら辞めることになりました。中高大とエレベータ
式に上がっていくものですから、2学年上に松沢さんが
いるという状態が続きました。これが松沢さんとの出会
いであり、阿部孝夫川崎市長の秘書になったのも松沢さ
んの指示であります。阿部市長の秘書をしたのが 14年
前ですが、それまでの空白の時期について皆様にお話し
して、私の営業をさせて頂こうかなと思っております。 
 大学生の時に旅行が好きで、いろいろなところに出向

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２３名 １２名 １１名 ６６．６７％ 

前々回(5月 28日)欠席 6名 Make up 1名 ９０．４８％ 
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きました。これが私の一つの脱皮だったと思います。
私は胃腸が弱かったのですが、不衛生なところへの旅
行によって胃腸が丈夫になったのです。 
 大学 1 年の時に英会話を習いに行った先でイスラエ
ルの方と知り合いになり、その方の出身母体のキブツ、
協同農場―そのキブツはネタフィムという工場があり
裕福なのですが―に行くことにしました。2か月ぐらい
共同生活をしました。このネタフィムというのは日本
にも支店があり、灌漑用水のパイプなどに関すること
を当時はやっていました。世界 3 大企業のうちの一つ
なんだそうです。裕福なキブツでしたので、私はのほ
ほんと皿洗いをしたり農作業をしたりしておりました。
それが高じて、又イスラエルの地に行くようになるの
ですが、当時は 18～20歳の若い頃であります。その少
し前に岡本公三のテルアビブ空港乱射事件がありまし
て日本赤軍がマークされており、反抗的な態度をちょ
っととるとすぐ連行されるという状態でした。実は空
港で連行されたことがあります。30 分前に空港に来れ
ば乗れるという航空会社の指示通りに空港に行ったと
ころ、実は日本人は 2 時間前に行かないと乗れないと
いわれ、空港警察に連行されて取り調べを 3 時間ぐら
いされました。反抗的な態度をとっていたら自動機関
銃を持って人が来てしまいました。イスラエルでの身
元保証人は将軍の家の出だったものですから最終的に
はホテルも用意され次の目的地に行くことができまし
た。たまその旅先で、誰もいかないところに行くもの
ですから、海岸で寝そべって写真を撮っていたら、憲
兵が来て「撮ってはいけないものを撮った」と注意を
受けたりしました。確かに対岸にレーダーサイトがあ
ったのですが。そのような時代でした。カザにもいき
ました。海岸地域でエビが好きだったのでレストラン
でエビを頼んだら、「エビは出せません」と言われまし
た。しかしメニューにエビと書いてあるじゃないかと
いうと渋々料理してくれました。ちょっと匂ったので
すが食べた翌日から大変な目にあいまして蕁麻疹だら
けの発熱でやられたなあという感じでした。次の年に
行ったときにはレバノン侵攻がありまして、イスラエ
ルの従軍カメラマンという形をとっていきました。残
念ながら運転が未熟で、夜中にわけのわからない道を、
連隊を組んで進んでいくのですが、時速 80km位で走っ
ているときにパンクをしてしまって、事故を起こしま
した。占領地では保険がきかないので、修理代ですっ
からかんになってしまいました。実はそのあと留学す
る予定でアメリカに行く予定だったのですが、お金が
無くなって日本に帰ってきてしまいました。それが私
の人生の間違いの始まりだったのです。そこで留学で
きていたら結構いろいろなことができたと思っている
ところです。 
卒業と同時に国会議員の秘書をやりましたけど、長

老でしたのでヌルやかに過ごしていました。父の具合
が悪くなり、父は政治家以外に偉業を複数しておりま
したので、その清算しなければならないということに
なりました。最初に関係したのが財団法人で芝青年会
館ホールというところに行きました。管理人と女性事
務が一人の状態だったのですが、管理人が亡くなり、
女性一人になってしまいました。私が入って広告を出
し、黒字に持って行ったのですが、当時秀和レジデン
スと裁判中であり、財産が自由に処分できないという
状態でした。ここで事件がありました。このひとりい
た女性が、躁鬱の状態になり発狂したのです。本人に

精神疾患を患っていると認識させることは難しく、ご両
親に連絡しても信じてもらえません。最終的には辞めて
いただくことができました。その時に初めて人事の難し
さを感じました。公益会計基準をその時学んで、公益法
人では会計基準に沿った財務諸表を作ることができる
と重宝がられた次第であります。 
その後、父の関係の鳥取にある従業員 10名ほどの金

型の工場があったのですが、そこは私の手に負えるもの
ではありませんので、何とか整理をさせていただいてや
っていただける方にお願いしました。しかし契約と違う
ことがいろいろおきまして、独立をしたいとその方が言
い出して、リースで借りている機械の月々40 万円の代
金を立て替えていると言い出して大変な目にあいまし
た。最終的には 4か月ほど交渉して先方が持つことにな
りました。そこでいかに人を信用してはいけないかとい
うことを学びました。 
もう一つ父の事業で運輸業界の新聞社がありました

てそこを継ぐことになりました。社員が 7人ぐらいいた
のですが、新聞がだらしなかったので若気の至りで全員
首を切ってしまいました。日刊の新聞だったのですが他
社の新聞記者に手伝ってもらって何とか継続しました。
広告を出さないと言われていた佐川急便さんから全面
広告をとったりしたのですが、現在はその会社も人に譲
って今も続いております。 
いまファイナンシャルプランナーをしておりまして、

この世界では草分けです。税理士の簿記の科目合格をし
ておりますし、簿記の講師やＦＰの講師もしていました。
公益会計基準に則った財務諸表を作ることができます
し、小さい会社であれば決算書まで作ることができます。
会計畑で生きてきましたので、そういう関係ではあちこ
ちから声が阿部さんの秘書時代も含めてそういう仕事
をさせてもらいました。今はまたその活動を復活させよ
うということでやっております。私が書いた参考書など
の市販の書籍も出版されております。ユーキャンのＦＰ
講座のテキストも作りました。ダイエックスのＦＰ養成
講座のテキストも作りました。このような活動をしてお
りますので、ぜひお仕事をいただければと思います。 
 

ニコニコ報告   戸 張 裕 康 親睦委員 
小林 正樹会長・髙瀬 建夫幹事  

 おはようございます。今期最後の早朝例会です。 

徳安会員の入会卓話、宜しくお願いします。 

銀座千疋屋の 1 個 21,600 円のメロンが 1 日 200 個売

れるそうです。食べてみたい。 

SAA 一同 
 徳安久是会員の入会卓話です。楽しみにしていました。 

宜しくお願い致します。 

「みんなニコニコ」  

徳安さん 本日はよろしくお願いします！ 

小泉 正博 会員・会田 公雄会員・徳安 久是 会員 

親睦委員会 戸張 裕康会員 
 二子玉川でのファイナル例会には「鎌倉山」での高木
さんプロデュース料理でお待ちしております。 

出席宜しくお願いします。 

 

ニコニコボックス 本日 7,000 円 累計 782,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 115,000 円 


