第 217１ 横浜港南ロータリークラブ週報
2019．9．11．[水] 第 2410 回例会報告
◎司 会
◎ロータリーソング
◎ソングリーダー
◎出席報告
会 員 数 出 席 者 出席率
数
36(7)名 30(6 )名 86.1%
（ ）内は出席免除会員数

櫻井ＳAA 委員
『港南友愛の唄』
高栁合唱委員
坂巻出席委員
前回
修正率
86.1%

前月
平均率
81.6%

◎ 会長報告
① 坂巻会員と福嶋(浩)会員に米山功労者第三回マル
チプルが授与されます。
② 米山記念奨学会より、当クラブは米山功労クラブと
して感謝状を頂きました。
ポール・ハリス・フェローとして、平山会員(第１回
目)、小後摩会員（第４回目）に授与されます。
③ 地区より、８月の九州北部豪雨被災地支援義援金
について協力の依頼がありました。社会奉仕委員
会の予算から、1 人当たり 1,000 円×３６名を寄付
いたします。
◎ 幹事報告
① １０月からの消費税の増税に伴い、事務所の賃料
が変更になります。９ヶ月分 12,330 円を追加計上
致します。

② １１月２日のボルダリング共催イベントについて、案
内のチラシが出来上がりましたら、皆さんにも配布
をして頂きますようご協力お願いします。
③ 青柳副幹事より、先週の理事会報告をして頂きま
す。（私が欠席の為）
『青柳副幹事より』
・ ５０周年実行委員会より、記念式典の進捗状況の
報告とプログラムについて、４０周年時のスタイル
に準ずる形で試作品を作成しています。
・ ボルダリング実行委員会より、共催イベントについ
て、協賛金は２4５万円集まり無事開催できること
になりました。当クラブ２０名・当クラブＯＢ１名・横
浜港南台ＲＣ５名・地区ガバナー・ガバナー補佐・
地区幹事の合計２９名にご協力頂きました。
・ プログラム委員会より、当クラブ年間予定表はホー
ムページが最新版です。２月１２日以降の会員卓
話は未定なので、卓話の講師がいらしたら紹介し
て頂きたいと思います。
・ 親睦委員会より、１１月１３日～１４日城ヶ島方面に
親睦旅行に参ります。１３日１４時～三浦市長をお
迎えして講演会を行います。是非ご参加ください。
・ 社会奉仕委員会より、港南子どもゆめワールドで
配る風船には当クラブ名を記載します。９月１６日
に説明会を開催しますが、記念式典は９時から、
子供ゆめワールドとボルダリングは１０時からで
す。
・ 国際奉仕委員会より、５０周年記念時にセブポート
センターＲＣから２５名いらっしゃいます。

９月２５日１８時半～『北京飯店』歓迎晩餐会
１０月３日～６日ロータープラスト見学ツアー
多くの皆さんにご参加お願いします。
◎ 委員会報告
① 記念誌委員会
大井委員長
今回のプログラムはＡ４見開きでコンパクトにしまし
た。セブＲＣの方々用に英語版も作成します。奉仕
活動の写真が足りないので、お持ちの方は是非お
貸し頂きますようお願いします。そして、この１０年
の会長の皆さんに記念誌に掲載する原稿を依頼し
ます。よろしくお願い致します。
② 国際奉仕委員会
平山委員
当クラブ５０周年時にセブポートセンターＲＣから
２５名の方がいらっしゃいます。次の４つについて、
当クラブの皆さんの多くの参加をお願いします。
・９月２５日 18 時半～『北京飯店』 歓迎晩餐会
会費 12,000 円
・９月２６日 磯子カントリー倶楽部
・９月２７日 東急５００カントリー倶楽部
・１０月頃
セブにてﾛｰﾀｰﾌﾟﾗｽﾄの見学・応援
どうぞよろしくお願い致します。
③ ボルダリング共催イベント
瀧実行委員
協賛金は２４５万円となりました。皆さん協賛金の
ご協力有難うございました。
④ 親睦委員会
宮島委員
＊ 会員誕生日祝
尾形会員(６日)・山野井会員(２０日)
＊ 会員入会記念日祝
平山会員(1 日)・大井会員(11 日)

◎ 『イニシエーションスピーチ』

福田会員

皆さんこんにちは福田静香です。
4 月に前任の民谷さんから引き継ぎ、ちょうど 5 ヶ月
が経ちました。50 周年と伝統のある横浜港南ロータリ
ークラブの会員を引き継ぎ大変感謝しております。
私は昭和 42 年 4 月 28 日に東京都中野区で生まれまし
た。父は秋田県横手市大森町出身、母は東京出身で
すが、母方の両親はいずれも秋田県の出身です。生ま
れてまもなくは世田谷区等々力に住んでいましたが、そ
の後妹が生まれ 3 歳ぐらいの時から現在の自宅の駒
沢に住んでおります。その当時は母方の祖父母・叔母・
伯父と同居していました。
子供時代は地元の駒沢幼稚園、駒沢小学校、駒沢中
学校に通いました。小学校・中学校は母の母校でもあ

ります。中学校ではなんと同じ先生に担当して頂きまし
た。母の時代はイケメンの先生だったようです。小学校
は自宅の前にありますが、１０年近く前に建て替えをし
ています。私の子供時代は 1 クラスが５０名近くで 7～8
クラスあり 1 学年 350 名以上はいました。現在は 1 学年
８０名前後のようです。
建て替えにあたっては、少子化を勘定し将来的に高
齢者施設としても使えるように設計されているようです。
静と言う名前は父が付けてくれました。小学校までは
「本当に名前の通りね」といわれるくらい友人は当時流
行っていたピンクレディーの真似をしている傍らで、一
人で本を読んでいるような子供でした。推理小説が大
好きで誕生日に江戸川乱歩やアガサクリスティー等の
本を買ってもらって喜んでいた記憶があります。また人
前で話すのが大の苦手で順番に回ってくる 1 分間スピ
ーチの際は自宅でお辞儀の練習から何回も練習し本
番に臨んでしどろもどろという状態でした。
母は私たち姉妹を出産しても同じ会社で働き続けて
いましたので、家事は一切祖母がやってくれました。小
さな頃から母が働いていることが当たり前だったので、
自分も仕事は一生続けるものだという認識でいたよう
に思います。
高校は杉並にある中央大学杉並高校に入りました。
現在は共学ですが、当時は 1 年生から 3 年生までの中
間・期末テストの結果で希望する学部に行けるかどうか
が決まります。日頃、華やかな女子のクラスも試験前
は人が違ったようにみんな勉強していた記憶がありま
す。 高校時代はボート部に入りました。女子部員は少
なく、1 人用のシングルスカルというボートです。平日は
筋トレやランニング、休日は戸田ボート場で練習という
日々でした。そのまま中央大学商学部に入学し、太陽
神戸三井銀行に入行したのはちょうどバブル最盛期の
平成 2 年で、今年が勤続 30 年目になります。
入行当時は都市銀行が１３行ありました。第一勧業、
富士、三井、太陽神戸、住友、埼玉、今日は、大和、東
京、三菱、北海道拓殖、三和、東海銀行です。現在に
至るまで合併を経て、かなり集約されてきています。
私は三井銀行で採用されました。入行直前に太陽神戸
銀行との合併の記事を見て驚いたのを覚えています。
ちなみにその場所は、現在日比谷ミッドタウンになって
います。
入行 2 年目の平成 4 年 4 月に「太陽神戸銀行」から「さ
くら銀行」に名前が変更になりました。考えてみると入
行当時から桜色の制服を着ていたので、当初から「さく
ら銀行」という名前に決まっていたのかもしれません。
さくら銀行になる直前の 2 月、支店内で渉外課になりま

した。今から考えると銀行員生活の中でこの係替えが
一番大きな転機だったのかもしれません。
渉外課には女性６名の職域チームがありました。職
域チームとは三井銀行メインの大企業の社員の方の
個人取引を拡大するというミッションでした。新入社員
の給料振り込み口座開設から役員の方の運用取引、
また住宅ローンのご相談から集金に至るまで、営業の
仕事をやっていましたが、まだ二年目なので、プレッシ
ャーしかありませんでした。しかしながら、銀行員という
立場でなければ決してお会いすることの出来ないお客
様方にプライベートなお借入のご相談・ご家族への思
いを聞かせて頂くことも貴重な経験でした。私より２０歳
ぐらい年上の先輩もいましたが、今盛んに言われてい
る「お客様本位お客様目線で自らの成績よりも真剣に
お客様の役に立つことを考え実践していました。加えて
自分のミッションや目標に対する、人間的にも憧れるよ
うな先輩方でした。今でもその先輩方とはお付き合いが
ありますが、ロールモデルがないという職場も多い中、
大変恵まれていたと思います。入行 11 年目、平成 13
年に住友銀行と合併しました。
住友銀行との合併については、当然新聞で知ることと
なりましたが大変驚きました。三井、住友の財閥家の合
併でもあり、お客様からも合併はうまくいったのかなど
よく聞かれた記憶があります。もちろん社内で使用する
言葉やシステムが異なる部分もありましたが、徐々に
統一されていきましたし、どちらかを気にして仕事をす
るようなことも一切ありませんでした。合併のタイミング
で、もともと一般職ではありましたが営業の仕事をして
いたこともあり、総合職に転換しました。
仕事は平成 16 年 4 月までと長く担当しておりましたが、
初めての移動で今度は一支店の職域ではなく、本部の
ライフプランサービス営業部と言う部署に異動になり、
本部職員として各支店の職域取引のサポートをする立
場となりました。ライフプランサービス営業部は 5 年半
おりましたが、はじめは担当者として、後半は管理職と
してマネジメントをしながら各支店の職域推進のサポー
トをしました。具体的には住宅ローン相談会やライフプ
ランセミナー等の開催、また今から考えるとデジタル化
のスタートとなると思いますが、ウェブ通帳の推進と会
社の福利厚生の一環としての取り組みが増えていった
ように思います。又、業務自体も大変貴重な経験でした
が、本部担当者としていろいろなマーケット環境にある
支店を回り、様々な支店長の取り組みを見ることができ
たことも勉強になりました。その後、平成 21 年に横浜ブ
ロックという支店の総括組織の推進企画グループ長と
なりました。計数管理からコンテストやスキルアップの

ための勉強会企画等を行いましたが、そこでは組織を
動かすことの難しさを知ると同時に、組織として同じ方
向に向かうことで大きな成果につなげることができる、
一人で達成するより組織、チームで達成する喜びを感
じることができました。
そして、平成 25 年から北野支店長、平成 27 年にあざ
み野支店長、平成 30 年に浜松町支店長の３ケ店、支
店長をやらせて頂きました。北野支店とあざみ野支店
は住宅街で恒例のお客様にも多く似通った地盤でした。
浜松町の世界貿易センタービル内は、まさに勤労層が
多く、入行当時と似ている環境でした。
この支店長時代に大きく学んだ事は、相続継承に関
することです。支店長時代、十数件当行で遺言信託を
ご利用頂き、お客様と公正証書作成のため公証役場に
行きました。ご遺言というと、信託銀行というイメージが
一般的ですが、当行でも取り扱いをしております。ご遺
言というと、どうしてもネガティブなイメージがあって、ど
うしても敬遠しがちなのですが、実際には皆さん様々な
ご家族への想いや資産背景もあって「いつか考えなくて
はならないこと」と思っていらっしゃる方が多いようです。
お子様がいらっしゃらない家庭ですとか、事業を継承し
ていくためにどうしてもお子様全員に平等の配分ができ
ないかとか、あるいはご寄付をされたいお考えなど、い
ろいろな思いを実現できるものとして大変喜んで頂きま
した。
私が支店長になったのは、３·１１の東日本大震災の
後ですが、いろいろなお客様とお話しする中で、震災後
に気持ちが変わったと言う方が多くいらっしゃいました。
いつ何時何があるかわからない、また元気なうちに思
いをつなぐことが絆であると。
また、お客様が相応の想いを持ってご遺言を作ると決
断され、そのお手伝いをさせて頂く事は、お客様のこれ
までの人生に思いを馳せながら、素晴らしい仕事をさ
せて頂いているということを日々実感することが出来ま
した。
そんな相談をして頂けるためにはお客様からの信頼な
くしてはありえないことで、そんな信頼頂ける担当者を
一人でも多く作ることが私自身のこれからの一番大切
な仕事だと思っています。
そして、この 4 月に上岡エリアに参りました。エリアの
構成支店は上大岡、金沢文庫、金沢八景、戸塚、東戸
塚、港南台の６ケ店です。新聞等でも当行に限らず目
標廃止等の記事がございましたが、現在は担当者の目
標はなく、まさにお客様本位を実践していくという方針と
なっています。中でも人生 100 年時代に備えて、銀行と
してどのようなことのお役に立てるのかということがメイ

ンテーマになっております。
本日はお手元に参考資料として、人生 100 年時代「じ
ぶん旅ノート」を配布させて頂いております。これからの
人生を考えるにあたって、これまで大切にしてきたこと、
これから大切にしていきたいことが何なのか、健康、学
ぶ、働く、家族、暮らしのキーワードで考えていくツール
です。ご自身の振り返りや新たな発見にもつながるの
ではないかと思います。実行して頂けるようになってい
ますので、ぜひ楽しみながらご覧になって頂ければと
思います。
拙い話ではございましたが、以上でスピーチを終わら
せて頂きます。上岡エリアに参りましてロータリーに参
加させて頂きましたのも貴重なご縁でございますので
色々と勉強させて頂きながら仕事に活かしてまいりた
いと思います。
ご静聴有り難うございました。

◎ ニコニコボックス

宮島親睦委員

根本会長
福田会員のイニシエーションスピーチを楽しみにし
ております。
尾形幹事
福田会員のイニシエーションスピーチを楽しみにし
ております。
会員誕生日祝を頂きましてありがとうございます。
無事に男の子が生まれました。皆様の温かいお言
葉ありがとうございます。
高栁会員
尾形さんおめでとうございます。また仕事でお世話
になりました。ありがとうございました。
本日早退します。ニガニがです。
平山会員
福田会員の卓話を楽しみにしております。
会員入会記念日祝を頂きましてありがとうございま
す。
大井会員
日曜日のＲＬＩは急遽仕事の為欠席してしまいました。
残念です。
会員入会記念日祝を頂きまして有難うございまし
た。
佐々部会員
本日より２ケ月に一度の席替えを行います。しばらく
の間ご協力お願いします。
福田会員のイニシエーションスピーチ楽しみにして
おります。

青柳会員
台風の影響で金沢区の工場が１ｍ浸水し、月曜日
は漂着したごみの片づけに追われました。
宮下会員
本日は早退します。
福田会員のイニシエーションスピーチ聞けなくて残
念です。
西山会員
台風が過ぎ、玄関先の枯れ葉の整理でたっぷりと
汗をかきました。
大越会員
福田会員のイニシエーションスピーチを楽しみにし
ております。
近年まれに見る被害の大きな台風でした。被害にあ
われていませんでしょうか。
八木会員
すごい台風でしたね。坂巻さんにはお世話になりま
した。
高森会員
地域の行事は全て終了、夏の行事が先日終わりま
した。
福田会員のイニシエーションスピーチ楽しみにして
おります。
坂巻会員
米山奨学生のショウ君が筑波大学大学院の試験に
受かりました。
台風被害いかがでしたか。
市川会員 宮島会員 海野会員 小後摩会員
天野会員 飯島会員 笠原会員 豊場会員
福田会員のイニシエーションスピーチ楽しみにして
おります。
前回移動例会分
０円
ニコニコボックス本日合計
３５，０００円
ニコニコボックス 累 計
２９５，０００円

◎ 米山チャリティボックス
坂巻米山記念奨学委員長
大井会員 坂巻会員 佐々部会員 平山会員
宮下会員 ５名
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計
５，０００円
米山チャリティボックス累計
５４，０００円

◎ 次週の予定
９月１８日(水) 記念式典を成功させよう
50 周年記念式典確認会ＰＡＲＴ①

◎ 会報

笠原会報委員

