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2017-2018年度 大宮ロータリークラブ会長

江本  尚浩

員の皆さま、こんにちは。
　本日は大学時代に読んで、その後
の社会人生活に影響を受けた司馬

遷の「史記」の列伝で読んだ刺客予譲の話を
したいと思います。
　紀元前450年位の晋の時代の人物で二人
の主君に仕えた後、智伯に仕えます。智伯は
宿敵である趙襄子に滅ぼされてしまいます。
たまたま難を逃れていた予譲は、主君智伯の
復讐を誓い暗殺の機会を伺いますが、捕まっ
てしまいます。仇である趙襄子は、たった一人
になっても主君の復讐を誓う予譲を認め、釈
放します。しかしそれからが予譲の激しい人
生のはじまりでした。
　一度捕えられ自分を知られているので、彼
は漆で顔をかぶれさせて変形させ、炭を飲ん
で喉を焼いて声を変え、乞食に身をやつし復
讐の機会を狙います。彼のあまりの変わりよ
うに、妻子ですら道ですれ違っても気づかれ
なかったといいます。
　最後、武運つたなく捉えられ、予譲の執念
にさすがの趙襄子も彼に刀を渡し自害させる
ことにしますが、趙襄子は予譲に「智伯の前

にも二人の主君に仕えていたのに、なぜ智伯
のためだけにここまでするのか」と尋ねます。
これに対し、予譲は「先の二人は自分に対し
て普通の臣下としての扱いであった。それに
対し智伯殿は自分を国士として扱ってくれ
た。だから自分も国士として報いるのだ。」と
答え、そして彼はそのあとに2500年後の今
でも残る言葉を話します。「士は己を知る者
のために死す。」いわゆる「知己を得る」の語
源です。
　そして予譲は趙襄子に対し、趙襄子の着
ている衣を貰い受けます。そしてその衣を烈
魄の気合とともに三度刀で切り付け、「現世
で自分ができるのはここまで、これをもって
あの世で智伯殿に許しを願う。」と言うなや
否や自らを剣で刺し貫き自害しました。趙襄
子はもちろん国中の人々が涙を流し、その死
を惜しんだと言います。
　この話は、自分が社会人になってからも、
サラリーマン時代の素晴らしい上司や自分を
評価して下さるクライアントに対する姿勢に
も強い影響を与えました。
　史記における予譲の話では、他にも後世に

会 残る名言があります。潜伏していた時代に、友
人に「おまえほどの才能があれば、趙襄子に
採用される。そうすれば復讐の目的を容易に
達成できる。なぜ迂遠な道を選ぶのだ」と言
う旧友に、「確かに自分のやり方では目的を
達成することはできないかもしれない。だが
自分は自分自身のやり方を持って後世の道に
背く者への戒めにするのだ。」と答えました。
　もちろん予譲のような生き方ができる人間
は滅多にいないからこそ、後の世まで名前が
残る。
　ただし、自分が「後世の道に背こうとする
者への戒めにする」対象の一人として「あー、
また今自分は道をはずしているなあ」と反省
の毎日を送っています。過ぎ去る夏を思い、少
し感傷的な話になってしまいましたが、本日
もどうぞよろしくお願い致します。

「Let’s Begin!」今年度のテ
ーマ

「AI（人口知能）」

瀧 隆幸 会員株式会社クレスクック あいろん亭
代表取締役

日向 宏昭 会員SMBC日興証券株式会社 大宮支店
理事 大宮支店長

　昭和49年生まれ43歳になります。妻がひとり（笑）と娘の3人家族です。
　小学校3年生のころから野球を始めまして高校卒業まで続けました。当然当時の夢はプロ野球選手になること
で、好きな選手は巨人軍の篠塚選手でした。野球人生の中で中学時代には少々荒れた時期をすごしつつも当時の
恩師の言葉で野球を続ける決心がついたり、3年生のときに後に母校となる伊奈学園の活躍を目にして、自分も伊
奈学に行けば甲子園に行けるのではと発起し進学に向け勉強をしました。高校3年夏の大会では写真にある通り準

優勝のメダルを下げています。甲子園に出れなかったのですが、この仲間たちは今でも私の大切な宝物です。
　高校卒業後の進路では野球関係のトレーナーを目指し留学をこころみたのですが勉強が好きではないという理由で断念、会社勤めよりも
商売をやろうとバーテンダーになり、その後24歳の時に日本料理の世界に入り2008年にはあいろん亭を創業いたしました。3年後にクレス
クックとして法人化。2013年には娘が誕生し2軒目の店舗、蕎麦割烹藍庵をオープン。4ヶ月後にはあいろん亭が火災にあいますが2016年
藍庵を改装し現在は鉄板焼あいろん亭となっております。
　会社は人の幸せを増幅させるという理念、お客様が幸せの種をもって来店され、お店が幸せを与えるのではなくその種を増幅させるお手
伝いをしたいという思いでやっております。この大宮ロータリークラブの諸先輩方から勉強させていただきながら理想とする人間になれれば
と思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

　昭和37年生まれ55歳になります。出身地は北海道札幌生まれ千歳育ちとなります。家族のほうは妻はひとり（笑）おりまして、今年の2月に結婚した長
女と社会人2年目の長男がいます。
　小学校中学校と夏は野球冬はスピードスケートという生活を過ごしておりました。高校は自宅から2時間半かかる札幌へ大学は茨城にある茨城大学へ進
学し大学ではカヌーに打ち込みなんとか4年間で卒業し日興証券に入社しました。東京23区の勤務が一度もなく関東では埼玉・神奈川周辺で支店長に
なって14年間はずっと単身赴任とうサラリーマン生活でございます。
　旭川時代にはプロバスクラブというロータリーをご卒業された方が作っている団体に所属しておりました。
　その後金沢、藤沢、高崎とロータリーにお世話になりまして、この度も大宮ロータリークラブにご入会させていただきまして新入会員として一生懸命頑

張っていきますのでご指導のほどよろしくお願いいたします

新入会員自己紹介卓  話

8月30日（水）
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ご協力ありがとうございました。

小川さん、事務局へ時計寄贈頂きあ
りがとうございます。
〈江本尚浩〉
瀧さん、日向さん、自己紹介よろしく
お願いします。
〈江本尚浩〉
卓話、有難う。
〈岩井良彦〉
瀧さん、日向さん、卓話ありがとうご
ざいます。
〈大瀧榮壽・川島利雄・清水啓生〉
新会員、瀧隆幸さん、日向宏昭さん、
おめでとうございます。
〈本多　隆〉
瀧さん、日向さん、自己紹介ありがと
うございます。
〈浅野　仁・櫻井義久・竹内裕司・齋藤
守毅・岩﨑　彰〉
瀧会員、日向会員、本日は卓話ありが
とうございます。
〈永嶋良一〉
瀧さん、甲子園に行きたかったね～？
日向さん、遠山記念館は素晴らしい
建物ですね！
〈平田　繁〉
瀧隆幸さん、日向宏昭さん自己紹介
ありがとうございました。
〈岸　聡〉

瀧さん、日向さん、よろしくお願いし
ます。
〈関口　茂〉
瀧会員、日向会員、これからよろしく
お願いします。
〈鈴木俊一〉
瀧さん、日向さん、自己紹介の卓話あ
りがとうございます。
〈岩田尚明〉
瀧会員、日向会員、自己紹介ありがと
うございます。
〈山本和保〉
瀧様、日向様、お話ありがとうござい
ます。
〈小林憲樹〉
瀧さん、日向さん、これからも宜しく
お願いします。
〈祝原英隆〉
瀧さん、日向さん、自己紹介ありがと
うございます。これからよろしくお願
いいたします。
〈蓮池慎二〉
瀧会員、日向会員、卓話ありがとうご
ざいました。
〈善行地潔〉
本日自己紹介をさせていただきます。
よろしくお願いします。
〈日向宏昭〉

福島さん、司会ありがとうございます。
〈江本尚浩・星野秀敏・櫻井義久・石井
宣子・齋藤守毅〉
福島謙二会員、本日は司会、ありがと
う御座居ます。
〈飯野耕司〉
福島さん、卓話ありがとうございます。
〈徳山義行〉
福島さんMCおつかれ様です。
〈森　正志〉
司会ありがとうございます。
〈新井貴之〉
本日、久しぶりにつたない司会を致し
ます。御無礼お許し下さい。
〈福島謙二〉
小林さん、いつも例会に差入れあり
がとうございます。
〈江本尚浩〉
小林康一さん、とうもろこしおいし
かったです。
〈遠藤省吾・橋本和久〉
今しか食べられない、青森県産のだ
てきみをご堪能下さい。
〈小林康一〉

小林さん、とうもろこしごちそう様で
した！ おいしかったです。
〈内藤考三〉
小林康一会員、青森県弘前市の名産
「嶽きみ」をご提供いただきありがと
うございます。
〈小坂良二〉
残暑御見舞い申上げます。
〈兼杉涼二〉
お久しぶりです。
〈星野晃一郎〉
10月22日の石巻秋季交流大会、参
加させて頂きます。
〈三浦　守〉
7/28妻の誕生日にお花をいただきま
した。ありがとうございました。
〈日向宏昭〉
1ヶ月ほど海外出張のため例会を欠
席させていただきます。申し訳ござい
ませんが宜しくお願い致します。
〈堺　博〉
自己紹介させていただきありがとう
ございます。
〈瀧　隆幸〉

◆ ニコニコボックスのご報告 ◆

66.67%
修正出席率

48名（66.67%）
出席者数（出席率）

8名
メークアップ

73名（72名）
会員数（出席者算定者数）

第3057例会
例　会

第3059例会
例　会

8月9日
前々回

8月30日
当　日 次回例会案内

　　　　 東京国際大学教授　本多　正樹 様
【卓　話】「ビットコイン（仮想通貨）とは」
2017年9月13日（水）12：30点鐘  パレスホテル大宮

感謝状の贈呈［永嶋会員・江本会員］

左から…○○○○会員／○○○○会員／○○○○会員／○○○○会員／
前列…○○○○会員／○○○○会員／○○○○会員／○○○○会員／

左から…兼杉涼二会員／日向宏昭会員／藤間英雄会員／川島利雄会員
前列…星野秀敏会員／岩井良彦会員／大瀧榮壽副会長

MC［福島会員］ 幹事報告［齋藤幹事］ 委員会報告［遠藤会員］ 委員会報告［山本会員］ 委員会報告［星野会員］ 委員会報告［辻本会員］ 委員会報告［石井会員］

三浦　守会員／石井宣子会員

委員会報告［三浦会員］
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