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・新会員スピーチ
SMBC日興証券㈱福島支店 支店長

会 長 あ い さ つ

第 17 回会長挨拶

幡

2015-16 RI 会長
K.R. ラビンドラン

靏丸 直久 会員
例 会 次 第

幡 研一 会長
開会点鐘
国歌斉唱、ロータリーソング
「それでこそロータリー」

研一 会長

ソングリーダー

11 月は RI 理事会が指定した「ロータ
リー財団月間」になっております。
財団の奨学金事業及び人道的諸事業
についての知識と理解を深め、財団の
推進に役立つプログラムを実施する月
間であります。次週の例会で右近八郎ロータリー財団
委員長による「R 財団月間に因んで」のスピーチがあ
ります。
（元々は 11 月 15 日を含む 1 週間がロータリー
財団週間であった）
RI 理事会指定の特別月間（Special Months in Rotary）
は財団月間を含めて 10 の特別月間があります。
これとは別に、ロータリー特別週間（Special Weeks
in Rotary）があり、RI 理事会は、11 月 5 日を含む 1 週
間を「世界インターアクト週間」と指定し、ロータリー
クラブとインターアクトクラブが「顕著であり、国際
規模の活動」に参加することを奨励しております。
本日、このような時期に、タスキの贈呈式が出来て
嬉しく思いました。
RI の指定した特別週間は、世界インターアクト週
間を含め、4 つの特別週間があります。因みに、
「世界
ローターアクト週間」は、3 月 13 日を含む 1 週間と指
定されております。
なお、本日午後 6 時より、クラブ細則第 3 条第 1 節
に則り、歴代会長を以て構成される指名委員会を開催
いたします。次々年度会長、次年度副会長、幹事、会
計、会場監督の役員および 10 名の理事候補者の指名
をお願いすることになっておりますのでお知らせ致
します。
本日のプログラムは、SMBC 日興証券㈱福島支店、
支店長の靏丸直久会員の新会員スピーチです。

渡邊又夫 会員

本保 晃 会員
「四つのテスト」唱和
お隣の方と〈好意と友情〉の握手
お客様並びに来訪ロータリアン紹介
表彰伝達
11 月誕生祝い
幡 研一 会長
会長挨拶
食 事
箱岩 偉 幹事
幹事報告
各委員会報告
●広報マルチメディア雑誌小委員会
「友」11月号紹介

丹羽和也 委員

●プログラム・ニコニコBOX小委員会
井上賢司 委員

ニコニコ BOX 担当

◎本日のプログラム
閉会点鐘

幡 研一 会長
幹 事 報 告

例会変更のお知らせ
●福島東 RC、13 日（金）の例会は 15 日の地区大会へ変更し
ております。
その他のお知らせ
●本日 18：00 より辰巳屋にて 11 月理事会、2015-16 年度
指名委員会が開催されます。
例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内

11 月 19 日（木）→ 15 日（日）に変更
「RI 第 2530 地区 地区大会」
南相馬市文化会館「ゆめはっと」
12：30 〜 辰巳屋

11 月 26 日（木）

○地区大会報告 表彰伝達
○新会員スピーチ 中尾根康宏会員
○「私のひと言」スピーチ 日比野恒夫会員

【指名委員会開催のお知らせ】

表 彰 ・ 伝 達

クラブ細則第 3 条第 1 節に則り、歴代会長を以て構成さ
れる指名委員会を本日 11 月 5 日（木）午後 6 時より辰巳屋
にて開催致します。次々年度会長・次年度の副会長・幹事・
会計・会場監督の役員、および 10 名の理事候補者、2 名の
監事候補者の指名をお願いする事になっておりますのでお
知らせ致します。

●米山功労者マルチプル

白岩 康夫 会員（9 回）
児玉 健夫 会員（5 回）
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た。そのような自然豊かな田舎で育ちましたが、子供のこ
ろの自分は、一言で言うと人見知りで人前に出ることが苦
手な消極的な子供でした。

新会員スピーチ
SMBC 日興証券㈱福島支店 支店長

靏丸 直久 会員
その後、小学校 5 年生の時、少し都会だった唐津市に引っ
越しをしました。唐津は唐津焼き、唐津くんち、最近では
呼子のイカなどが有名で、古くは豊臣秀吉の朝鮮出兵で有
名な名護屋城が近くにあります。九州電力玄海原子力発電
所の 20km 圏内で、朝鮮半島にも近く、ラジオは韓国の放

みなさん、こんにちは。SMBC 日興証
券福島支店長の靏丸直久です。
福島ロータリークラブに入会し早 7 か
月が過ぎましたが、本日は、新会員スピー
チということで、お時間を頂戴いたしま
した。ありがとうございます。
「まだ、スピーチをやってなかったの ?」と言われそうで
すが、時間の許す限り、私の自己紹介と当社 SMBC 日興証

送が鮮明に入るほど半島に近いです。
私は、唐津に引っ越した 5 年生の時から、野球を始めま
した。その後、中学の 3 年間、その頃はまだ体が小さい方で
レギュラーにはなれなかったのですが、高校 1 年の時まで
野球を続けました。その後は帰宅部として平凡な高校生活
を送りました。
高校 3 年の時、大学受験に失敗し、親元を離れ福岡の西

券の歴史についてお話したいと思います。
私は、昭和 38 年 12 月 25 日、クリスマスの日に佐賀県小
城郡小城町（現在の佐賀県小城市）で生まれました。父は地
元の銀行員、母は専業主婦、そして 2 歳年上の姉の 4 人家
族の家庭で育ちました。

新で下宿をし、予備校に通う浪人生活を送りました。予備
校は福岡の予備校が集中している親不孝通りにあったので
すが、親の監視の目がなくなり、案の定、予備校には通わ
ずゲームセンターに通う毎日で、ゲームの腕前は上がりま
したが、また受験に失敗しました。
次はないと思い 2 浪目は自宅から電車で毎日孤独に福岡
の予備校まで通い、明治大学経営学部にかろうじて合格す

まず、私の苗字の靏の字ですが、ウ冠が雨冠になってお
り非常に珍しい字です。私自身もその由来を知らなかった
のですが、先日 NHK の「ファミリーヒストリー」という番
組に芸能人のつる野剛士さんが出ており、私と同じ靏の字
で、その由来が紹介されて、私も初めて知りました。

ることが出来ました。2 浪もして、東京の私立大学に入り、
かなり経済的負担を親にかけてしまい、これ以上親のすね
をかじってはいけないと思い、少しでもお金がかからない
ようにと大学時代は、地元唐津出身の大学生が生活する学
生寮に入りました。名前は久敬社塾で、久しく敬う社会の
塾という明治 11 年から 100 年以上続く寮です。OB には東
京駅の設計をした辰野金吾（唐津藩出身）がいます。

中国伝来の漢字ではなく、日本で作られた字で、国字、
飾り字ということで、ウ冠を雨冠にして見栄えを良くした
字だそうです。また、
「つる」とは、川沿いの肥沃な土地の
ことを「つる」と呼んでおり、水の流れの音が由来になって
いるとのことでした。
この靏の字は九州の福岡、佐賀、熊本に多く、地元の学
校の同級生にも、雨冠の字の靏さん、靏田さんなどがいま

その久敬社塾は旧唐津藩主の小笠原氏が、地元唐津から
の上京学生のため自宅を開放し開いた寮です。東京小石川
から新宿西大久保と何度か移転を繰り返し、現在は、川崎
市麻生区にあります。
ここで少し佐賀の歴史について説明をしますが、江戸時
代は肥前の国、佐賀といえば葉隠で有名な鍋島藩が有名で
す。鍋島藩は外様ですが、私の故郷の唐津は譜代大名で寺

した。ちなみに靏丸という苗字は、佐賀県と鹿児島県に多
い苗字だそうです。よく鹿児島の出身ですかと聞かれま
す。鹿児島城は別名鶴丸城と呼ばれ、有名な鶴丸高校も鹿
児島にあります。また、丸がつく苗字は案外九州には多く、
金丸さん、石丸さん、そしてラグビーワールドカップで有
名になった五郎丸選手も九州です。
次に、家族についてですが、父は今年 2 月に他界しまし

沢、大久保、松平、土井、水野（後の老中水野忠邦）
、小笠原
と歴代大名が変わっています。その最後の殿様の小笠原氏
が開いたのが久敬社塾です。その久敬社塾での 4 年間の共
同生活が自分の人間形成において大変勉強になりました。
寮生は、東大をはじめ東京六大学他、中央、青山学院、日

たが、昭和 7 年、7 人兄弟の 6 番目として台湾の台南市で生
まれ、戦後祖父の出身地である佐賀に引き揚げてきていま
す。母は昭和 13 年 8 人兄弟の 4 人目として佐賀県の浜玉町
（現在の唐津市浜玉町）のミカン農家に生まれました。
私は、父の仕事の関係で、佐賀県内で何度か転居をしま
した。小城町のあと伊万里焼で有名な伊万里市、伊万里市
でも 2 度転居をし、その後、小学校 5 年生の時、現在実家の
ある唐津市、唐津市でも転居を 3 度しました。小学校 4 年
生までいたところはすごく田舎で、当時は炭鉱が近くにあ
り、炭鉱のトロッコが走っていたり、鉄道も蒸気機関車が
走っていたり、電話も交換手が出て回線をつなぐような電
話を使っていました。また、遊びも、稲刈りのあとの田ん
ぼで遊んだり、山に入ってカブトムシを捕まえたり、鳥も

大、東洋、駒沢、専修、明治学院、国学院、神奈川大など様々
な大学の学生がおり、1 学年 10 名程度、上下関係が厳しい
寮です。先輩に殴られた同期が救急車で運ばれ付き添った
こともあります。また他の大学にもよく遊びに行き、講義
を聴いたりしました。
賄は付いていましたが、お金以外は自分たちで運営す
る学生寮です。朝の掃除、トイレの掃除、風呂の掃除等自
分たちで行っていました。1・2 年生は 2 人部屋、3・4 年生
は 1 人部屋。部屋内にはテレビ、扇風機、ストーブは禁止
で、テレビは畳の談話室に 1 台あり、みんなで見ていまし
た。もちろんパソコン、携帯がない時代です。そのテレビ

ちを使ってメジロを捕まえたり、海では竹ざおで魚釣りを
したり、川では上ってきたうなぎを捕まえたりしていまし
2

合併をし、日興証券となりました。日本興業銀行からの日

のチャンネルを選ぶ権利は最上級生の 4 年生が持っていま
した。
また、飲酒、麻雀も寮内では禁止、風呂は 1 日おき、門限
も一応 11 時で（いつもその後抜け出してお酒を飲みに行っ

と興が社名の由来です。当時は 12 店舗でした。そして 1961
年（昭和 36 年）東京証券取引所に上場しました。
私の入社 1 年前の昭和 62 年 10 月にはブラックマンデー
が起こりました。私が入社した昭和 63 年 4 月 1 日の日経平
均株価は、2 万 6104 円でしたが、その後、1 年 9 か月間で 1
万 2811 円上昇し、平成元年 12 月の大納会では、日経平均
株価が 3 万 8915 円と史上最高値を付けました。
その後バブルは崩壊し、これまで証券関連の様々な事
件や不祥事が起こりました。平成 3 年には 4 大証券による
大口投資家への損失補てんが発覚、そして総会屋への利
益供与事件、暴力団との不適切な取引、1997 年には金融危

ていましたが）
、寮生だけで行う、駅伝大会、ソフトボール
大会、文化祭、近くの女子大との合同ハイキング（私のこ
ろは鶴見女子大とでしたが）など行事も多数ありました。
その団体生活のなかで学んだことが、今でも自分の人生の
中で大変役立っています。
その久敬社で 4 年間暮らし、無事大学を卒業、そして
1988 年（昭和 63 年）日興証券に入社しました。なぜ、日興
証券に入社したかというと、当時はバブル景気の絶頂期、
金融を目指す学生が多く、自分も金融を目指しました。都
銀は人気も高く、全部落ちました。証券は六大学を出てい
ればだれでも入れるという噂で、仕事はきついが給料がい
い、どこに行っても仕事はきつい、それならば少しでも給

機による三洋証券、山一證券の破たん、2001 年日本のスー
パー、マイカルと米国のエンロンの社債のデフォルトによ
る MMF の元本割れ、ライブドア事件、リーマンショック、
そしていくつかのインサイダー事件などです。
その間には 1999 年から 2000 年にかけての IT バブルで、
ソフトバンクの株価が 1 株 19 万 8000 円になるなどマーケッ
トが活況な時期もありましたが、アベノミクスが始まるま

料がいいところと思って証券を受けました。日興と山一、
その他数社の証券会社から内定をもらい、寮の OB で野村
證券の先輩のアドバイスもあり日興に入社をしました。

では総じて低調な時期の方が多かったように思います。

昭和 63 年 4 月、佐賀支店に配属（5 年半）になり、その後
吉祥寺支店（5 年半）
、京都支店（1 年半）とリテール営業に
携わりました。
その後、管理職になり、千葉の柏支店（3 年）
、鹿児島支店

話を当社の歴史に戻します。1998 年 10 月（平成 10 年）
、
バブル崩壊後の金融危機から、米国ソロモンブラザーズ
（その後のトラベラーズグループからシティグループ）が

（1 年半）
、横浜の上大岡支店（3 年）
、横浜駅前支店（半年）
、
盛岡支店（3 年）11 年間中間管理職として仕事をしました。

資本参加しました。2001 年（平成 13 年）社名を日興コー
ディアル証券に変更しました。コーディアルとは、コード

盛岡支店では、私も東日本大震災で被災し、人生観が変
わりました。当日、盛岡支店の営業マンが岩手県の陸前高
田市に行っており、営業車が津波で流されました。ちなみ
に、その営業マンは高台に避難して無事でした。また、震

（絆）とダイアログ（対話）を合わせた造語です。その後、
2006 年（平成 18 年）末に利益水増しによる粉飾決算から、
米国シティグループの公開買い付けによりシティグループ
の 100% 完全子会社化になり、上場廃止となりました。
2009 年（平成 21 年）10 月には、リーマンショック後の米

災翌日避難所になっていた岩手県庁の食堂で食べた暖かい
ご飯とみそ汁の味は一生忘れられません。
震災の年の 9 月に、支店長として川崎市の新百合ヶ丘支
店（2 年半）に転勤になりました。ここで初めてロータリー
クラブに入会しました。川崎百合ヶ丘ロータリークラブで
す。その後、副支店長として池袋支店（1 年）
、そして、今年
の 3 月末に福島支店に着任しました。合計 11 店舗目に勤務

国金融危機から、シティグループは保有していた当社株式
を三井住友銀行に譲渡しました。そして三井住友銀行によ
る株式 100% 保有の完全子会社になり、三井住友フィナン
シャルグループ入りをしました。
そして 2011 年（平成 23 年）4 月には SMBC 日興証券に社
名変更しました。SMBC とはスミトモ ミツイ バンキン
グ コーポレーション 三井住友銀行の英語表記の頭文字
を取っています。英語表記は住友が前になっています。
福島支店は、1949 年（昭和 24 年）1 月 4 日に仙台支店の

し、その土地で素晴らしい人と出会い、おいしいものを食
べ、すべてが私の財産になっています。

福島出張所としてスタート、4 年後に福島営業所、その 7 年
後の 1960 年（昭和 35 年）6 月 1 日に福島支店になりました。
また、1999 年（平成 11 年）3 月には、郡山支店を併合し、福
島県全域をカバーし営業活動を行っております。私は 25 代
目の支店長です。お客様は、福島県内の上場企業 10 社、福
島県他 59 の地方自治体、財団など公益法人、地方銀行他信
用金庫信用組合などの金融法人、そして未上場の中堅企業
や個人のお客様がいらっしゃいます。
2007 年（平成 19 年）10 月 1 日より、東邦スクエアビルの
1 階と 2 階に支店を構え、総勢 34 名、地域密着と本業支援

それではここで家族のことを少し話したいと思います。
妻は 3 歳年下で、学生の時に知り合いました。現在は千
葉県松戸市の病院の事務長をやっています。長女は、26 歳
で看護師、二女は 23 歳で銀行員です。自宅は、千葉県松戸
市馬橋にあり、現在、単身赴任中です。単身赴任も鹿児島、
横浜、盛岡の計 8 年間経験しています。ここまでが私の自
己紹介です。
引き続き、当社の歴史についてお話します。
現在の SMBC 日興証券は、1918 年（大正 7 年）7 月 7 日、
第 1 次世界大戦終結の 4 か月後、遠山元一が開いた川島屋
商店を起源とします。場所は現在の日本橋兜町、電話 2 本、
店員 2 名他 5 名で開業したそうです。
その後、1944 年（昭和 19 年）旧日本興業銀行の証券部と

をモットーに日々頑張っております。
今後もご支援・ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。
以上で私のスピーチを終わります。ご清聴ありがとうござ
いました。
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私のひとこと

●福島学院大学
ローターアクトクラブ顧問

滑るグリーンと強風といえば、普通のゴ
ルファーには大敵だが、この人はちょっと
違った。秋のロータリーゴルフ会に参加し
た陳建一さん。年間 200 ラウンド以上をこなすゴルフ名人
と聞いていた。
でも、この日はパーシモン特有の速いグリーンに最初は
てこずっていた。斜面に切られたカップ位置、上につけると
止まらない。さすがの陳名人も３パット。一瞬顔が曇った
が、その後の一言、なんと「おもしれー」と叫んだ。ボギー、
ダボと続いたが、その後は、パーが続く。前半途中からは、
今度は強風が吹き荒れる。嫌な風かと思った瞬間、また一
言、
「おもしれー」
。この人、常人ではない。他のメンバーが
著しくスコアを落とす中、ひとり「おもしれー」の連発。風
も、滑るグリーンも味方に付けて、ひとり悠々と 80 台。
私はといえば、最初はバーディー、パーと絶好のスター
トと思った矢先、池ポチャ、４パット、風が吹き始めるとど
う打ったらよいか迷いに迷って、ドライバーは右に左に、
心はちぢに乱れ、後半は今年ワーストの 60。
陳さん、畏れ入りました。陳さんのゴルフはお人柄その
もの。風を愛し風に愛され、ピンチを楽しみチャンスにし
てきた人生観。
さて、夜の食事会。今度はドライバーから中華鍋へ、陳さ
んお手製の “ 麻婆豆腐 ” はたいそう旨かった。“ ゴルフの達
人 ” は “ 料理の鉄人 ” でありました。

佐藤 祐貴 様
●福島東稜高等学校
インターアクトクラブ

宍戸久留美 さん
＊ RA、IA のタスキの贈呈式を
行いました。

●米山奨学生

ヴ クアン ジュー フンさん
11 月奨学金の給付

「還暦を祝う会」が開催されました
2015 年 11 月 4 日（水）18：30 中国四川料理「石林」にて

紺野 晴郎 会員
丹治 正博 会員
狩野 安則 会員

林
隆壽 会員
後藤 忠久 会員

11月誕生祝い
佐藤 順一 会員
佐藤 英典 会員
菅沼
裕 会員
江花
亮 会員
内池
浩 会員

ニコニコBOX報告

〈報告〉井上 賢司 委員

本日のニコニコBOX投入額 25件

幡 研一 会長
靏丸直久会員のスピーチ楽しみにしています。11 月誕生の
皆様おめでとうございます。
江花 亮 会員、佐藤 英典 会員、菅沼 裕 会員
バースディのお祝いありがとうございます。
箱岩 偉 幹事
皆様の例会出席に感謝して。11 月誕生日の皆様おめでとう
ございます、ご健康な 1 年でありますように。靏丸会員のス
ピーチ楽しみにしています。
清水 義之 会員
いよいよ 11 月ですね。今月は駅前のイベント（ふゆフェス）
でボジョレヌーヴォと福島の地酒を楽しめます。是非参加し
ましょう。
靏丸 直久 会員
本日のスピーチ、宜しくお願いします。

昭和 23 年11 月 1 日
昭和 21 年11 月 7 日
昭和 38 年11 月 8 日
昭和 10 年11 月10 日
昭和 18 年11 月22 日

¥51,000

累計

〜おめでとう
ございます〜

田沼紀美子 会員
森川 英治 会員
五阿弥宏安 会員

信国 一朗 会員

料理の鉄人はゴルフの達人

¥991,000

茂田 士郎 会員
10 日程前に菜園にタマネギの苗を植えましたら寒さと乾
燥の為半分が枯れてしまいました。11 月に植え直したら雨が
降って暖かかくなり今度は無事についたようです。靏丸会員
のスピーチを楽しみにしています。
森川 英治 会員
昨夜は盛大な還暦祝いの会を催していただき、その上、素
敵なお祝いの品まで頂戴しありがとうございました。いただ
いたマフラーは寒くなれば早速着用させていただきます。
──────────────────────────
他に／佐藤朋幸会員／白岩康夫会員／土屋敦雄会員／古俣
猛会員／菅野晴隆会員／増子 勉会員／松浦敬裕会員／田
沼紀美子会員／信国一朗会員／門脇 渉会員／小林仁一会
員／相良元章会員／森 洋一会員／児玉健夫会員／佐藤武
彦会員／井上賢司会員
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