
 

第 2088 横浜港南ロータリークラブ週報 
2017．8．16．[水]  第 2316回例会報告 
 
◎司 会             海野俊彦 SAA委員 
◎ロータリーソング         『港南友愛の歌』 
◎ソングリーダー      山田勝康合唱委員長 
◎ビジター ・横浜港南台ＲＣ会長 小原弘年様 
        ・横浜港南台ＲＣ幹事 野口 浩 様 
◎出席報告            林田利治出席委員 
会 員 数 

                    
出 席 者     

数                     
出席率 前回 

修正率 
前月 
平均率 

37(7)名 29(6)名 80.6% 91.9%  90.8% 

（  ）内は出席免除会員数 
メークアップ 
・8/4   社会奉仕委員会    根本雄一会員 
・8/10  青少年奉仕委員会   根本雄一会員 
公式出席 
・8/6   社会奉仕委員会(大岡川クリーンアップ) 
      青柳民朗会員    海野俊彦会員 
      大越雅也会員    櫻井富雄会員 
      瀧 文 博 会 員    豊場建伍会員 
      橋浦重己会員    平山滋也会員 
      山田哲也会員    山野井正郎会員 
・7/23  職業奉仕委員会炉辺会合 

北見丈治会長     大越雅也幹事 
市川敏明会員    大井和子会員 
西山俊雄会員    細井順子会員 

７月１００％以上メーキャップ公式 
        豊場建伍会員    青柳民朗会員 
      阿曽輝彦会員     大井和子会員 
      大越雅也会員     大橋三郎会員 

      北見丈治会員     櫻井富雄会員 
      佐々部宣宏会員     瀧 文 博 会 員 
      根本雄一会員     樋口一樹会員 
      山野井正郎会員 
◎親睦委員会（今週のお祝）樋口一樹親睦委員 
＊会員入会記念日祝    豊場建伍会員（２２日） 

 ニコニコボックス本日合計  ３０，０００円 
ニコニコボックス 累 計 ２２９，０００円 

◎米山チャリティボックス    
高柳良作米山記念奨学委員長 

大井和子会員    小後摩重正会員 
坂巻照代会員    佐々部宣宏会員 ４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 ４４，０００円 

 
◎会長報告            
①大岡川クリーンアップは私用の為出席出来ずご迷惑
おかけしました。 

②ホームページの更新を佐々部会報委員長にして頂き
ました。写真等アップされていますので、皆様ご覧く
ださい。 

③先週高岡西ＲＣの例会へメークアップに行きました。 
 その時のガバナー公式訪問の後、集合写真を撮って
いましたので、そのような時や周年行事等に写真を撮
るのも良いと思いました。 
③港南ライオンズサマー例会 
８月２５日（金）のライオンズの例会に大越幹事と私
は招待して頂きましたので出席してまいります。９月
２７日(水)当クラブ創立記念家族例会にも港南ライオ
ンズの会長・幹事を招待したいと思います。皆さん承
認有難うございます。 

④今日は何の日 
 『女子大学生の日』です。１９１３年東北帝国大学（東



北大学）が女子受験生３人の合格を発表し、日本初
の女子大生が誕生した日です。 

⑤ロータリーリーダーシップ研究会 
９月１０日(日) 時間 ８：３０～１６：３０ 
場所 『聖光学院』 
回覧しますので出席をお願いします。 

 
◎幹事報告 
①クラブ奉仕委員長会議 
  ８月２１日(月) 場所 『ソシア２１』 
大橋クラブ奉仕委員長出席 

②米山記念奨学委員長会議 
  ９月５日（火） 場所 『ソシア２１』 
高栁米山記念奨学委員長出席 

③職業奉仕委員会炉辺会合を一昨日に行いました。 
④第 2087号週報の訂正をお願いします。 
  Ｐ1 地区職業奉仕委員会    

   大越雅也委員 (正)   大越雅也委員長 (誤) 
⑤ホームページについて 
  佐々部会報委員長にホームページを更新して頂き
ました。８月６日の大岡川クリーンアップの写真が掲
載されていますので、是非ご覧ください。 

 
◎ 横浜港南台ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ会長 小原弘年様 
こんにちは。私は入会６年目です。わからないことだら
けですが横浜港南ＲＣ北見会長はじめ、皆さんにいろ
いろご指導頂き良いクラブにしていきたいと思います。 
『野口浩幹事より』 
私は３年目でございます。会社で言えば新人に近いと
ころだと思います。是非横浜港南ＲＣの皆さんのご指導
を頂きたいと思います。今後とも宜しくお願いします。 

 
◎委員会報告 
①親睦委員会            尾形達也親睦委員長 
  ８月３１日合同例会、９月２７日創立記念家族例会 
１０月２５・２６日（水・木）は伊豆修善寺親睦一泊旅
行です。一日目はホテルにて宴会、二日目は伊豆の
散策、昼食、夕方には戻ってまいります。会費は出
席者は２万円、欠席者はバス代５千円を頂きます。
皆さんの多くの出席をお願い致します。 

 
◎ 『ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ』      山田哲也会員 
 
 
 
 
 
 
 
昭和４０年５月徳島県鳴門市北灘町に生まれました。

瀬戸内海が目の前に広がる風光明媚なところです。ほ
んと田舎です。郵便局勤務の父、NTT (元日本電信電
話公社)勤務の母の長男として生まれました。 

小さな村でして、同級生が小学校は２４人、中学校４６
人でした。３５年以上経ち、過疎が進み、小学校も中学
校ともに閉校となり、近隣と統合されました。名前がなく
なるって寂しいですね。 
 徳島県で有名と言えば、阿波踊りとすだち、鳴門ワカ

メでしょうか。まず阿波踊りから紹介します。８月に徳島
県内の市町村で開催されています。中でも"徳島市阿
波踊り" が一番有名で、約１３０万人が来場すると言わ
れています。今年も８月１２・１３・１４・１５日の４日間開
催されました。由来は天正年間、阿波の国主蜂須賀家
政が"阿波城の完成に際し、お祝いで好きに踊ってよい
"と御触れを出した説、"蜂須賀家政の締め付けが強す
ぎて鬱憤がたまった民をなだめるために、踊ることで発
散させた方がよい"とした説。 大阪との商いで財を成し
た藍商人が花柳界(かりゅうかい)で型破りな豪遊をし、
当時芸者の間で流行っていたお座敷芸を今の形まで
洗練してきたなど、様々な説がありますが、真偽は定
かではありません。ただ当時、芸達者イコール阿波踊り
が上手な人と言われていたようです。徳島は一年のう
ち８月は阿波踊り期間だけ、県が盛り上がります。昔は
高校野球に池田高校、徳島商業、鳴門高校など強豪
校があり、夏の甲子園と阿波踊りの時期が重なるため、
話題は阿波踊りと高校野球みたいな感じでした。挨拶
も"池田勝ったね。"どこの連でいつどこで踊るの? "県
下には"連"と言われるグループが約１０００、踊り子は
約１０万人とも言われています。徳島県人口約７４万人
ですので、どれだけ多くの徳島県民が阿波踊りをやっ
ているかというのがわかると思います。私が徳島にい
た３０年前は舂先から練習を開始、８月は本番を迎える
感じでしたが、今では有名連は一年を通して練習をし、
全国各地を回っているようです。 
すだちはミカン科の香酸柑橘類で、主に食酢として使
われ、「酢の橘(すたちばな)」と呼ばれていましたが、現
在はすだちとなった。徳島県が全国シェア９８％です。
最後にワカメです。鳴門海峡は内海と外海の海流が激
しくぶつかり合っています。沿岸の浅い部分はゆっくり
した流れ、中央の深い部分は早い流れ、そのために生
じる渦にもまれるために良いワカメになると聞いたこと
があります。次に徳島の企業と言えば、日亜科学工業
と大塚製薬でしようか。日亜科学工業は私が徳島県に
いた当時は全く無名企業でした。蛍光灯用の蛍光体、
発光物質を研究していたようですが、平成５年青色発
光ダイオード(LED)の発明により、業績が飛躍的にアッ
プしました。非上場なので、詳細は分かりませんが、ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ売上３１００億、総資産６２００億、従業員８６００人。
大塚製薬もずっと非上場だったのですが、２０１０年大
塚ホールディング株が東証１部上場されました。連結
売上１兆２０００億、連結利益１０００億、総資産２兆４０
００億、純資産１兆６０００億、従業員３００００人。 
１９２１年(大正１０年)、塩田残渣(にがり)から炭酸マグ
ネシウムを作る化学原料メーカーとして設立されました。
その後、点滴注射液を作る医薬品メーカーへ変貌を遂
げ、食料品飲料メーカーとなりました。製品ラインナップ
です。オロナイン軟膏、ボンカレー、オロナミン C、ごき
ぶりホイホイ、ポカリスエット(点滴注射液の技術を応用
したもの)、カロリーメイト、ジャワティ、SOYJOY。聞いた
話です。社の方針として多品種製造・多品種販売をよし
としておりません。同業飲料メーカーの担当者に聞いた
ことがあるのですが、大塚は少し違うと。普通の飲料メ
ーカーはコンビニやスーパー、自動販売機のスペース
を確保するために、新商品を次から次へと開発・発売
する必要があると。たまにヒット商品が出れば良いとい
う方針。大塚は一つの商品に徹底的に拘る。ヒット商品



となるまで売り続ける。ちょっと売れなくてすぐに販売中
止にするという会社ではありません。売れても売れなく
ても、しばらく売り続ける。自社製品に自信があるから
できることなのでしよう。以前は、TVCM も広告代理店
任せにせず、自社で製作していたという話を聞いたこと
があります。 
 県民性について少し紹介させて頂きます。大学教授
に言われたことです。徳島県は藍染め、林業が盛んで、
大阪との商いも盛んであったため、大阪商人気質であ
る。徳島県民は"へらこい" (ずるい、抜け目がない)と言
われる。要領が良いとも言われます。私はずるい、抜け
目ないとは思いませんが、要領は良いかもしれません。
その教授曰く、四国四県の県民性を表す言葉で"お金
があれば、愛媛県民は買い物、香川県民は貯蓄、高知
県民は酒代・遊興費、徳島県民は元手に一儲けを企て
る" (要領が良い)らしいです。また"人を簡単に信用し
ない疑り深い性格" "堅実でまじめ"だそうです。 
大塚製薬の社風(一つの商品を徹底的に売る、販売状
況が思わしくなくてもしばらく売り続ける)は徳島県人の
性格を表していると言われます。徳島県人は他県から
来た人に「毎日同じもの(うどん)を食べてもよく飽きない
ね」と言われるようです。当たっているかどうかは、今後
のお付き合いの中で、皆さんにご判断頂きたいと思い
ます。 
徳島県出身の有名人は政治家三木武夫(総理大臣)、
後藤田正晴(官房長官)、坂東英ニ、ジャイアンツ水野、
中日川上、ロッテ里崎、プロゴルファージャンボ尾崎三
兄弟、女子では鈴木愛、堀琴音など。宗教家の瀬戸内
寂聴、大川隆法。 
 高校卒業まで地元徳島で過ごし、昭和５９年４月慶應
義塾大学経済学部に入学しました。大学４年間アルバ
イトとサークル活動。金融論のゼミに所属しました。慶
應経済学部は同期１２００人のうち約６割しかゼミに入
れません。今や就職活動が大学３年から始まりますが、
当時は４年夏頃からでしたので、ゼミに入れなければ
大学４年の夏までをボーッと過ごさなければなりません。
大学時代、一番勉強したのはこのゼミへ入るための試
験だったと思います。 
 いよいよ就職です。時代はバブルの兆しが見え始め
た頃。TBS "半沢直樹"という銀行員ドラマをご存知でし
ようか。まさに同世代です。就職活動解禁日は９月１日
だったと記憶していますが、協定破りをした企業があり、
８月２０日夜から急に電話がなり始め、面接のアポイン
トが入り、行けば一日中面接です。当時は銀行、証券と
もに過去最高益更新"この世の舂を謳歌しており、とに
かく人材を確保しなければならない時代でした。当時、
慶應大学経済学部同期は１２００人いましたが、都市銀
行１３行、信託銀行７行、四大証券会社、大手生損保、
大手不動産で半分くらいだったのではないでしようか。
とにかくメーカーにはあまり魅力を感じなかった、見向
きもしなかったバブル時代でした。私は横浜銀行への
入社を決めました。横浜には縁もゆかりもありません。
就職活動の時に採用担当者は"うちは都銀のように拘
束なんかしない。他も回って社会勉強してくればいい。
入社したい人だけ来て貰えればいい。地元には我が社
に入りたい人は山ほどいる"と。随分のんびりした会社
だなあ。私の性格に合いました。そんなこんなで入社を
決めました。地元の良家の長男長女が多いのんびりし

た銀行でした。 
 昭和６３年４月入社、鶴ヶ峰支店でした。今でも覚えて
いますが、長期金利８％、２年物定期預金６％でした。
お得意さまで定期 1 億円のお利息だけ、毎月５０万円
弱現金でお届けしていた記憶があります。今では想像
もできない金利水準です。今、O.０１ ％です。６００分の
１です。 
平成５年８月新宿新都心支店(現新宿支店)に転勤しま
した。バブルが終焉を迎え、不動産・ノンバンクで不良
債権が山のようにありました。ビル建築中で融資がスト
ップして廃墟のような建物がありました。浜銀だけでなく
どこの銀行も新規融資には消極的で、新宿はすべて動
きが止まっているかのように静かな町でした。 
平成８年４月日本開発銀行(現日本政策投資銀行)に出
向しました。企業審査を勉強しました。自社を外から見
る機会はなかなかないので、貴重な経験でした。ただ
出向中の平成９年、北海道拓殖銀行、山一證券などが
倒産、横浜銀行も株価 ２００円割れと経営危機説が囁
かれました。開銀の同僚からは「浜銀大丈夫？出向し
ている場合じゃないよね」と言われていました。 
平成１０年４月町田支店に戻りました。そこで約６年、平
成１６年２月融資部(審査部)に異動になりました。そこ
で約４年、平成２０年４月田町支店長となりました。初め
ての支店長です。職員が自分を入れて５人しかいない
法人取引先を開拓することに特化した店舗です。その
年９月、リーマンショックがありました。後に"１００年に
一度の金融恐慌"と言われましたが、本当に凄かった
です。前兆なし(支払遅延なし)に企業が倒産する時代
でした。"借入多い企業が資金繰りが厳しくて、弁護士
に相談されると民事再生法、会社更生法を勧めるので、
いかに相談されないようにするか。自助努力で頑張ら
せるか。"不動産、建設業で業績が良かった企業がドン
ドン倒産しました。 直前までややバブルだったので、そ
の煽りが凄かったです。平成バブルは日銀が不動産業
を総量規制で締め付、不動産価格が下落、高値掴みし
た不動産が動かなくなったため、いわゆる資産デフレ
が主要因。リーマンショックは資金の出し手(国内銀行、
外資銀行、ファンド) が撤退・業務縮小、供給側がいな
くなったことによる資金繰りが回らなくなった。いわゆる
資金繰り破綻。かつ上場企業においては監査法人の
事業継続に対する意見が取れなかったため、銀行が支
援を打ち切ったなど。業績が良く決算は良いのに倒産
するケースが多かったと記憶しています。 前回のバブ
ルとは全く違いました。 
平成２１年１２月金融円滑化法(亀井静香大臣)が施行
されました。浜銀も"中小企業の資金繰りを支援し事業
を継続させる"ことに力を入れました。時には厳しく、時
には優しく励ますように、企業を存続させることを最優
先に考えていた時代でした。 
 平成２２年１０月横浜市庁支店長となりました。お取
引先は横浜市、市外郭団体、市職員しかいないのです
が、横浜市は横浜銀行最大のお取引先です。 
横浜市民は３７３万人、職員数２６０００人です。横浜市
税収の特徴は、他の政令市に比べ固定資産税・個人
住民税が多いことです。他の政令市に比べ安定してい
ると言われています。２８年度も固定資産税は家屋の
新増築が増えたこと、個人住民税は給与所得納税者
数増加によりともに増収、法人市民税は企業収益の減



少から減収です。横浜市はまだ人口は増えていますが、
２０２０年くらいには減少に転じるのではないかと言わ
れています。ピークアウトする時期をなんとか後ろ倒し
すべく、横浜市は企業誘致や待機児童対策に力を入
れています。企業誘致し法人市民税を増やす。保育園
を用意し働く女性を応援する魅力ある行政をアピール
し、横浜市への転入者を増やすことを考えています。 
 平成２５年１０月本店営業部営業第一部長となりまし
た。本店営業部には営業第一部と営業第ニ部がありま
す。営業第一部は横浜駅周辺からみなとみらい、関内、
桜木町にある地元中小企業。営業第二部が東京本社、
上場企業というさっくりとした分け方です。営業第一部
は横浜港に携わる事業者(港湾、運送、倉庫、貿易)を
始め神奈川県・横浜市と仕事する企業(建設、設備工
事)が中心です。最近ではみなとみらい地区に進出して
きた新しいお取引先も随分増えました。 
みなとみらい地区の開発も最終局面です。林市長自ら
企業誘致に奔走されたこともあり、ほぼ未利用地はなく
なっています。 横浜市への進出は、企業立地促進条
例による税制優遇、補助金支給などは経済面でかなり
メリットがあります。本社では京浜急行、ゲームのコー
エーテクモ、研究施設では資生堂、村田製作所、LG エ
レクトロニクスジャパン(韓国)、ホテルもリゾートトラスト、
北仲通にアパホテルです。 その他にも外資系ホテル
が山下公園の近くに進出する計画があります。 
 平成２９年４月上大岡支店長になりました。上大岡支
店は１９４７年弘明寺支店上大岡特別出張所として開
設、１９５０年上大岡支店に昇格しました。私で３０代目
の支店長です。今銀行業界は非常に厳しい状況にあり
ます。日銀黒田総裁の"マイナス金利政策"が予想以
上に長く続いており、収益を圧迫しています。利益が１
０％近く前年割れしています。火曜日の神奈川新聞に
も出ていましたが、”上場地銀８２行のうち４６行が減益
か赤字。純損益の合計は前年同期比２５．１ %減の２０
３４億円"。利鞘回復は見込めず、経費削減に努めない
と今後も減益になる可能性が高いと。その通りだと思い
ます。浜銀は神奈川、東京西南部を主要マーケットとし
ている分、競合があり、落ち込みは他地銀に比べても
大きいと言われています。銀行の収益で最大は預金と
貸金の利鞘です。現在ドンドン利鞘が縮小しています。
今まだ収益を上げていられるのは、過去にご融資した
もので比較的金利が高いものが残っているからです。
最近、融資したものはほとんど収益には寄与していな
い状況です。今、我々営業店が指示されていることは、
法人担当者は"お取引先の企業価値を高めるための
お手伝いをしよう"個人担当者は"お客さまの金融資産
を増やすお手伝いをしよう" という行動指針が示され
ています。お客さまに寄り添い、真のニーズを確認する
ことを第一に考えています。 
 最後に家族です。妻がおります。病院で診療放射線
技師をしております。子供はいません。私の両親、妻の
両親とも健在です。私の両親は徳島県鳴門市、妻の両
親は相模原市でニ人仲良く暮らしています。妹が一人
おります。結婚し東京都板橋区で暮らしています。 趣
味はゴルフです。大好きなのですが、なかなか上手くな
りません。よろしければ、今度お付き合い下さい。あと
旅行でしようか。銀行は 1年に 1回だけ、長期休暇を取
得できます。毎年７月上旬に沖縄旅行に行っています。

昔はハワイにはまっていましたが、支店長になった時
に国内旅行(沖縄)に切り替えました。銀行の場合、自
分が休み中も通常営業しておりますので、何か問題が
生じた場合に戻ることをついつい考えるようになりまし
た。妻とはハワイは銀行退職後の楽しみにしようと話し
ていますが、どうなるころやら。妻と温泉旅館に行きま
す。調べていろいろ行きましたが、最近はお気に入りが
できました。食事、温泉も大切ですが、"落ら着いた雰
囲気" "行き届いた接客"と言うか"居心地いい空間"を
追い求めるようになりました。長い間、お付き合い頂き
まして、ありがとうございました。こんな私ですが、これ
からよろしくお願いします。 

◎ニコニコボックス      樋口一樹親睦委員 
 
横浜港南台ロータリークラブ会長 大原弘年様  
本年度横浜港南台ロータリークラブの会長をさせて
頂いております。たくさん勉強させて頂きたいと思い
ます。よろしくお願い致します。  

横浜港南台ロータリークラブ幹事 野口浩様  
横浜港南台ロータリークラブで幹事をしております野
口浩と申します。本日はどうぞよろしくお願い申し上
げます。  

北見丈治会長 
  昨日は未勝利の新人小野には荷が重過ぎる広島戦
でした。これで球団新人ワースト新記録の７連敗にな
ってしまいました。今日は５月２６日以来の１軍での
先発になる藤浪です。晋太郎、広島打線をねじ伏せ
ろ。先週は 3勝 3敗でしたので３勝分です。 

大越雅也幹事 
港南台ロータリークラブ小原様・野口様ようこそいら
っしゃいました。 
山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。 

豊場建伍会員  
  会員入会記念日祝いを頂きましてありがとうございま
した。 

平山滋也会員 
 先日の大岡川の掃除はお疲れ様でした。 
山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。 

山田哲也会員 
本日イニシエーションスピーチです。 
少しの間お付き合いください。 

市川敏明会員 笠原孝雄会員 佐々部宣宏会員  
細井純子会員 林田利治会員 小後摩重正会員  
高柳良作会員 坂巻照代会員 天野憲二会員  
福嶋昭会員 
 山田会員のｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ期待しております。 
横浜港南台ロータリークラブ会長・幹事様ご来訪よう
こそ。本年度もよろしくお願い致します。 

海野俊彦会員  
ホームページ見ました。他のロータリークラブより素
晴らしい内容と思います。 
横浜港南台ロータリークラブ小原会長・野口幹事よう
こそいらっしゃいました。  
山田哲也会員の卓話を楽しみにしております。 

山野井正郎会員 
昨日と今日灯籠流しは中止となりました。県の治水
事務所から大雨注意報が消えませんので。 



 
◎次週の予定 
８月２３日(水)  尾形達也会員   (伊勢定うなぎ) 

◎会報               天野憲二会報委員 


