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横浜港南ロータリークラブ
奉仕しよう

みんなの⼈⽣を豊かにするために

（２０２１〜２０２２年度

国際ロータリーのテーマ）

◎例会⽇／毎週⽔曜⽇ ◎例会場／京急百貨店 10F バンケットルーム「リバージュ」

045（848）1111

◎事務所／〒233-0002 横浜市港南区上⼤岡⻄ 1-13-23 ﾀｳﾝｻｲﾄ 41-302 号 TEL045（846）5111・FAX045（846）5129
◎会⻑／⼤井 和⼦ ◎副会⻑／根本 雄⼀ ◎幹事／髙栁 良作 ◎会報委員⻑／坂巻 照代

第 2214 号
横浜港南ロータリークラブ会報
2021 年 11 月 17 日（水） 第 2458 回例会報告
◎司 会
◎ロータリーソング
◎ソングリーダー
◎ゲスト
◎ビジター
◎出席報告
会員数
26(2)名
（

出席者数
20(1)名

山野井正郎会員
ＣＤで行う
なし
なし
なし
青柳民朗委員
出席率 前回
修正率
76.9％
―

前月
平均率
73.1％

）内は出席免除会員

と思います。具体的には炉辺会合を開いていた
だき、検討をお願いしたいのですが、その際、念
頭に置いていただきたいことがございます。それ
はロータリー財団が提唱している４つの基本方
針です。簡単にご紹介します。
まず、「優先事項 1 より大きなインパクトをもた
らす」（行動人として、私たちは証拠に基づいて
決定します。以下省略）次いで「優先事項 2 参加
者の基盤を広げる」（行動人として、私たちはイ
ンクルージョンと積極的な参加を促し、世界に対
する思いやりとビジョンを持っています。以下省
略）、そして「優先事項 3 参加者の積極的なかか

◎会長報告
大井和子会長
皆様、こんにちは。今、デッキからロータリーソ

わりを促す」（行動人として、私たちは、時代や

ングが流れてきました。ご存じの方は心の中で

に「優先事項 4 適応力を高める」（行動人として、

歌っておられたと思います。今回から歌を歌うこ

私たちはロータリーを強化し、末永く続く変化を

とはまだ難しいと思いますので、ロータリーソン

もたらす新しい視点や考え方を追求します。以

グを流すことを合唱委員会の活動として始めて

下省略）という内容です。

国を超えた関係を培います。以下省略）、最後

いただきます。ロータリーソングの歌詞は古い表

また、財団は、ロータリーの最初の時代と現代

現だったり、伴奏のリズムも昔のリズムのものが

では社会的状況は全く異なり、計画性が必要だ

多いのですが、先人たちの思いが込められた歌

という認識のもと、エビデンスに基づいた行動計

なので、新しい方々にもぜひ親しんでいただけ

画の策定を求めています。つまり、思いつきや

ればと思います。

今年度限りの活動ではなく、持続可能な奉仕活

さて社会が徐々に元に戻っていくのに合わせ、
これから各委員会で活動をお考えいただきたい

動の実現が求められているということになります。
私たちは今一度、自分たちは何をしたいのか、

何をしなければならないのかを改めて考える必
要があるのではないかと思います。時間がかか
ることではありますが、これをすることでクラブの
活動の質を高め、新たな会員へのアピールにつ
ながる道を作れると思います。そのためにまず、
理事会で議論を始めたいと思います。
最後に大事なお知らせをいたします。会長エレ
クトとして海野会員が予定されていましたが、海
野会員が来年 3 月末で退職されることになりまし
た。これに伴い、クラブを退会されることになりま
すので、会長エレクトの再選出が必要になりまし
た。先日、会長指名委員会を開催し、新しい会
長エレクトとして佐々部宜宏会員が推挙され、そ
の場で佐々部会員に電話で打診し、快諾をいた
だきました。会長ノミニーについては、例年より
遅れていますが、これから検討に入ります。
◎幹事報告
高栁良作幹事
11 月 26 日、27 日は地区大会があります。以前
もご連絡があったとおり、YouTube 配信はなくな
りましたので、参加予定の方は会場にお越しくだ
さい。
12 月 2 日に会長幹事会が実施されますので、参
加してきます。
12 月 19 日にはオンライン RLI が開催されますの
で、参加予定の方は出席のご連絡を中山さんに
お願いいたします。
◎イニシエーションスピーチ

草柳孝広会員

銀行としては珍しい 2 月の支店長交代。そして、
最初の仕事が港南ロータリーの例会でした。右

も左もわからないまま、参加させていただいたの
が昨日のようです。
なかなか、自身の正体を明かさないまま 9 か月
が経過。改めて自身の生い立ちを振り返ってみ
る、とても良い機会になりました。このような時間
を作っていただき、有難うございます。それでは、
自己紹介をはじめさせていただきます。
年齢は 49 歳。1972 年（昭和４７年）８月８日生
まれで、ラッキーナンバーは、もちろん「８」です。
26 歳で結婚し、45 歳の妻と 21 歳の長女。16 歳
の長男との 4 人家族です。相模原市南区に生ま
れ、いまも在住しております。
学区内の上鶴間小学校・上鶴間中学校へ進学。
ここまでのなかで、私の誇りは、この上鶴間中学
校。あまり知られていませんが、ジャイアンツの
原監督が第１期卒業生となっております。お父さ
んの原貢さんが、九州三池工業高校から東海
大相模引き抜かれ、その長男の辰徳氏は、公立
の上鶴間中学校の野球部に所属していたので
す。当時から語り継がれる逸話として、ボールを
遠くに飛ばす能力は規格外。ピッチャーマウンド
とバッターボックスの位置を逆にし、校舎のガラ
スが割られるのを防いだそうです。その原辰徳
さんにあこがれ続け、横浜銀行職員としては禁
じ手のジャイアンツファンです。Line のアイコンも、
ジャイアンツのキャラクター、ジャビットです。私
自身も野球少年でしたが、残念ながら肘を壊し
小学校 5 年で引退。
中学校からバドミントン部へ入部。相当顧問か
ら厳しい指導を受け、相模原市の大会で準優勝
しました。振り返れば、当時の顧問の先生のス
パルタぶりは、今ではパワハラだと思いますが
既に時効です。例えば、橋本で開催される大会
に走って向かわされる。朝 6 時に中学校に集合
し、約 15 キロ走って会場入りといった気合の入
りようです。そして試合に臨む。今では考えられ
ませんが練習中の水を飲みは、一切禁止。うさ
ぎ跳びで徹底的に足腰を鍛えられました。最近
はゆとりで世代全盛ですが、私はスパルタ世代
の最後の人材ではないかと思っております。
その後、主な活躍もないまま、大学へ入学。テ

キトーな大学生活を送る中で人生を見つめなお
すきっかけとなった映画に出会います。「就職戦
線異状なし」主演は織田裕二です。時は平成 3

宗貴嗣
山田哲也
石坂潤一

年。バブル全盛。大学生は、全員が楽に就職で
きる。引く手あまたの売り手市場だった。他社の
試験に参加させないよう内定者を拘束する。い
わゆる拘束旅行が行われるほど。実際の就職
活動を大袈裟にリアルに描いた映画でした。バ
ブルの華やかな時代は、私自身まだ高校生だっ
だ。完全にバブルに乗り遅れたまま、大学生に
なった。充実したサークル活動を思い描いて入
学しましたが、バブル崩壊が始まり自分が卒業
するころには、このままでは簡単に就職できるは
ずがないと気づかされた映画でした。「就職氷河
期」とネーミングされたのも、このころからです。
ちなみにこの映画は、その当時の彼女と、デート
で行ったと記憶しております。
そこで一念発起。就職活動を有利にしたいとの
思いから、大学とのダブルスクールを開始。1 年
間がっつり勉強し、社会保険労務士と宅建士を
取得しました。この社会保険労務士については、
当時史上最年少 19 歳での合格という新聞記事
になるほどでした。これが私にとって、人生のピ
ークだったかもしれません。そして、この所有資
格を武器に、平成 7 年横浜銀行に入行しました。
その後の銀行員人生は後程お伝えするとして、
横浜銀行は、昨年創立 10０年周年を迎えました。
また、当、上大岡支店の歴史は、1947（昭和 22
年）年 2 月 17 日に営業開始、来年で店舗開設
75 周年になります。現在の店舗は 1992 年から
の営業で、ちょうど 30 周年になります。支店長と
しては、わたしで 32 代目になります。懐かしさを
お伝えしたく、10 人ほど歴代支店長をさかのぼ
ります。
三村智之
野口隆
入江公敏
羽田明彦
前迫静美
武澤武彦
本山誠

いろいろとロータリーメンバーの諸先輩にはお世
話になったと伺っておりますが、未だに横浜銀行
に在籍されている方は一人もおりません。
続きまして、私の銀行員人生を振り返らせてい
ただきます。入行して 26 年周年を迎えます。
支店経験は、伊勢原、たまプラーザ、港北ニュ
ータウン、川崎大師、上大岡の 5 店舗で 14 年間
本部は、確定拠出年金業務を 6 年、相続・事業
承継対策を 6 年で 12 年支店経験と本部経験が
バランス良く半分半分で、支店長としては 2 店舗
目となります。
銀行員としての経験した、思い出に残る 2 つの
話をさせていただきます。一番思い出に残って
いるのは、初任店の伊勢原支店です。大山の麓
（ふもと）に店を構え、毎週集金に大山商店街に
行くのが楽しみでした。ほんと長閑（のどか）な環
境で、ゆったり仕事をさせていただきました。
その当時の支店長が、飲みに行くたびに仰って
いたことが、いま自分が支店長になって身に染
みております。それは、支店長は孤独なんだよ。
という言葉です。社長様も同じかもしれませんが
自分が右を向けと言えば右を向く、左を向けと
言えば左を向く。自分の意見が絶対で、その判
断が間違っていても指摘してもらえないことが多
い。すなわち孤独ってお話しされていたのが、今
わかりまして日々責任の重さを実感しておりま
す。
もう一つは、ライフプランセミナーに参加したと
きの話です。銀行員も５０歳近くになると「たそが
れ研修」というものが開催されます。その時の笑
い話を、ひとつお話しさせていただきます。定年
後の人生計画、毎日のタイムスケジュールを白
地の紙に書く時間があります。毎日、朝から犬
の散歩。新聞読んで、テレビ見て、夕方に犬の
散歩。犬が飽きちゃいます。ってことで、何か趣
味や、友人を見つけてくださいとの締めくくりでし
た。
ここで、少しばかり、皆様のお役に立つ情報を

提供させていただきます。釈迦に説法かもしれ
ませんが、会社の承継。個人財産の相続。いづ
れも大きな問題かと存じます。今日は個人の相

に払い出します。よって、引き出せなかったお金
を生きたお金に変えることができるのです。
皆さん、一口いかがでしょうか？

続についてお話させていただきます。
相続対策って、何が必要か。何が対策かご存
じでしょうか？
ポイントは 4 つです。
①税額把握 いくら相続税がかかるか把握する
ってことです。
②納税資金確保 預金で払う、土地を売って払
う。
③節税 払ったら無くなっちゃうので節税
④分割 遺言を書くってことです。
この 4 つがすべて完了していれば、OK。
何か一つでも欠けていれば、対策必要になりま
す。横浜銀行は、このお手伝いができますので
遠慮なくご相談ください。
それと、もうひとつ「お金の信託」はバカ売れ商
品を宣伝させていただきます。今の銀行。山根
会員にも確認いただきたいですが、万が一のと
き、要は死亡したきは引き出しできない。要は、
本人しか現金の引き出しはできないのです。
たとえ奥様であろうとも、長男であろうとも触れな
い、使えないお金になるんです。それならキャッ
シュカードで ATM から引き出す。できるかもしれ
ませんが、1 日 20 万程度。葬儀費用すら支払え
ないのが実態です。さらに、本人の意思確認が
必要なので、生前においても本人が来店し意思
確認が必要となります。したがって、認知症で意
思確認がとれない。身体の不調の場合もお引き
出しには応じられず老人ホームに入所する費用
すら準備できないのは実態です。そういった問
題を解決する手段として、バカ売れ商品「お金の
信託」を開発しました。有事の際に、ご子息に
「お金を託す」使えるお金にすることが可能にな
るといったことです。
具体的には、お金を託した方、例えばご子息を
指定代理人、すなわち受け取り人として、横浜
銀行にお金を信託する。すなわち銀行に託すっ
てことです。そして、万が一のときは、指定代理
人であるご子息の請求に応じて、ご子息の口座

やや商品セールス的な案内となりましたが、将
来的に必ず発生する問題への事前準備として
検討ください。
最後になりますが、ゴルフを 2 年前に再開しま
した。30 代のころですが、ホールインワンを達成
するなど、かなり、のめりこんでいました。今年
21 歳になる長女が幼稚園のころ「パパまたゴル
フ」と言われ、そのショックから、その翌日に会員
権を売却。それ以来１５年程度封印しておりまし
た。そんな長女も成人式を迎え、まったく子供た
ちに相手にされなくなりました。犬にも呆れられ
る人生を見直すために、趣味としてのゴルフを
再開しました。先日、私に触発された友人が、ラ
イザップに 40 万円を支払い見事 100 切りを達成
しておりました。私自身の目標は、シングルプレ
ーヤーの仲間入りをすることといった、壮大な目
標を掲げております。これを次の 10 年の目標に、
充実した 50 代を過ごせたら幸いです。
わたしのイニシエーションスピーチは以上となり
ますが、少しでも地域の皆さまにお役に立てる
活動を行っていきたいと思います。是非ともいろ
いろとご指導のほどお願いいたします。
◎委員会報告
①親睦委員会
松村壮一郎委員長
クリスマス夜間例会のご案内
2021 年 12 月 15 日（水）
時間 18:30 スタート
会費 10,000 円 当日会場でお支払いください。
会場 京急百貨店 10 階 グランドゥーカ
電話 045-350-5963
内容 例会のあと、懇親会を行います。
万一、ご欠席の場合は、12 月 1 日（水）までに事
務局中山様までご連絡をお願いします。
中山様 ℡ 090-1536-5937
②その他報告事項
佐々部宣宏会員
【紹介】株式会社新世 製菓事業部
2020 年に、次の時代に繋がる事業創出のため、
製菓事業部を立ち上げました。 世界中から厳
選したカカオ豆を調達し、自社工房で職人がカカ

オ豆からチョコレートを作る「Bean to Bar」という
新しいスタイルのチョコレートを中心にした商品
開発・ブランド展開を行なっています。

佐々部会員
草柳支店長、本日のイニシエーションスピーチ
楽しみにしています。
淺井会員
配偶者誕生日祝頂きましてありがとうございまし
た。

まず 2021 年 2 月に、横浜発の Bean to Bar ブ
ランド「ショコラミーツ」をスタートしました。アーテ
ィストとコラボしたアートパッケージのチョコレート
として反響をいただき、日本テレビの「ぶらり途
中下車の旅」にも出演しました（2021 年 11 月 20
日（土）放送）。
また 2021 年 12 月には、Bean to Bar チョコレー
トでの新たなお菓子を追求する「カカオロジー」と
いう、2 つ目のブランドをスタートします。限定先
行販売の段階ですが、日経新聞などでも取り上
げられ、本販売前から多くのお問合せをいただ
いています。
2 つのブランドを革切りに、建設事業だけに留
まらない、新しい価値を生み出す会社として、社
会に貢献をしていきます。
◎ニコニコボックス
國光一平委員
大井会長
草柳さんの卓話をお聞きできないのはとても残
念ですが、どうぞよろしくお願いします。
高栁幹事
本日 13：10 頃に中座させていただきます。申し
訳ありません。草柳会員の卓話楽しみにしてお
ります。
坂巻会員
街も京急百貨店もずいぶん賑やかになってきま
したね。このままずっと平和でありたいです。
草柳会員の卓話楽しみにしております。
横尾会員 松村会員 櫻井会員 青柳会員
草柳会員の卓話楽しみにしております。
横尾会員 海野会員
草柳会員の卓話楽しみにしております。
配偶者誕生日祝頂きましてありがとうございまし
た。
宮下会員
草柳会員の卓話楽しみですが、早退をさせてい
ただきます。

平山会員
仕事の為、2 回欠席してしまいました。
草柳会員の卓話楽しみにしております。
（同じ内容の方はまとめて掲載）
ニコニコボックス本日合計
ニコニコボックス 累 計

25,000 円
162,000 円

◎米山チャリティボックス
大井会長 坂巻会員 佐々部会員
宮下会員 宮島史裕会員
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計
米山チャリティボックス累計

5名

10,000 円
37,000 円

◎次週の予定
米山地区委員長の卓話
◎会報

松村壮一郎委員

