第 2149 横浜港南ロータリークラブ週報
2019．1．16．[水] 第 2381 回例会報告

◎ 会長報告
① 今日１月１６日は１９２０年、アメリカで禁酒法が実

◎司 会

阿曽輝彦 SAA 委員長

◎ロータリーソング

『四つのテスト』

◎ソングリーダー

豊場建伍合唱委員長

施されました。２０世紀初頭までアメリカの１８州で
禁酒法は実施されていました。
② 年賀はがきの当選発表が１月２０日にあります。一
等商品は現金３０万円です。必ず当選番号をご確

◎出席報告

飯島直人出席委員

会 員 数 出 席 者 出席率
数
35(7)名
（

19(5)名

63.3%

前回

前月

修正率

平均率

93.5%

90.6%

）内は出席免除会員数

◎ニコニコボックス
ニコニコボックス本日合計

１３，０００円

ニコニコボックス 累 計

６７５，０００円

の例会に参加し、２月以降のホストファミリーが横
浜南ＲＣのため、打ち合わせに行ってまいります。

会は石坂会員のイニシエーションスピーチに変更し
ました。後日クラブ協議会の日程は理事会で検討
したいと思います。

◎ 幹事報告

◎米山チャリティボックス

坂巻照代米山記念奨学委員
大井和子会員 坂巻照代会員 宮下賢会員 ３名

米山チャリティボックス累計

③ 今週土曜日に大井幹事とキャミアさんと横浜南ＲＣ

④ プログラムについて、本日予定していたクラブ協議

北見丈治親睦委員

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計

認ください。

３，０００円
１３２，０００円

① インフルエンザで南区・磯子区の近隣の中学校で
は学級閉鎖になっています。私の園では５名ほど
出ていますので、皆様お気を付け下さい。

◎委員会報告
① 第２３回震災対策技術展横浜

利息が毎月５０万円くらい入ってきます。それを毎月運
坂巻照代会員

んでいた私の当時の給料は手取りで１０万円位でした。

日時 ２月７・８日 場所 『パシフィコ横浜Ｄホール』

住 宅 ロ ー ン の 金 利 が 最 高 値 ８ ． ９ ％ に なり まし て、

全国で最大規模の災害対策展覧会となります。入

３０００万円借りると、年間の利息は２７０万円です。

場登録券がないと入れませんので、興味のある方

大体の皆さんの毎月の返済は１０～２０万円で、毎月

は私までお知らせください。尚、インターネットでも

の返済をしても利息の未払いが生じます。お客様には

登録できます。

一年間の返済予定表が届いて、一年間返した結果、利
息が１００万円残るなど、これはどうしたら良いのかなど

◎ 『イニシエーションスピーチ』 石坂潤一会員

の相談する専門相談窓口をやったことを覚えていま
す。
その後、平成６年位から新宿支店に移動になり、３年
ほど所属しました。この頃、マイクロソフトが Windows
９５を発表し、消費税は３％から５％になり、アジア・ロ
シアの通貨危機、阪神淡路大震災、地下鉄サリン事件

今日は自己紹介をさせて頂きますが、平成元年から

など何かと事件が起きました。１ドル１５０円あったのが

平成３０年までの資料がありますので、それを基にお話

１００円を切ってきました。新宿ですので、大企業やベン

しさせていただきます。

チャー企業や政治家を担当しましたが、大手の自動車

私は平成２年に横浜銀行に入行致しました。

メーカーは一気に１００円を切る円高になりましたので、

初任店は六角橋支店で、４年半位所属しておりました。

赤字に近いぎりぎりの黒字決算で、体制をどう整えるか

その頃はバブルの最盛期で、私も社会人になったばか

大変な時代でした。この頃、携帯電話が普及し始めた

りで、あまりよくわからなかったのですが、ジュリアナ東

頃で、ある池袋の携帯電話会社の担当になったとき、

京が流行り、カラオケでは『２４時間働けますか？ビジ

その社長は３０過ぎでした。

ネスマン』という曲が流行っていました。

携帯はこれからどうなるのか、これから成長していくに

ガンガン働くという感じで、平成のはじめは、今の働き

はお金が必要になりますので、銀行にも融資の申し込

方改革とは全く違いました。Ｊリーグや湾岸戦争がはじ

みに来るのです。しかし、銀行員としても判断ができな

まり、ベルリンの壁やソビエト連邦の崩壊があり、共産

いのです。世の中はバブルが崩壊して、厳しくなってき

主義が次々と民主化されていきました。私が入った頃

て、テレフォンカードも普及していました。携帯が故障し

の１２月に日経平均株価は３８，９１５円という最高値で、

なければ一度融資をしてもそれで終わりなのか。一度

底値を更新したとき１ドルは１５０円でそこからバブルは

借り入れても、追加の借り入れはあるのか想像しにくい

崩壊していきました。

ものでした。その時に、３０過ぎの社長が飲みに行って

そのころ印象に残っているのは、株式の投資です。

話したとき、その社長は不景気でも、『人間は便利なも

今と違うのは、お金を借りて株を買うのです。融資の窓

のにはお金を使います。まず、携帯にはカメラが入る』

口に座ってると、『明日１億円の株を買うから、お金入

と言いました。カメラというので私は携帯にどうやってフ

れて』というようなお話がたくさんありました。預金の金

ィルムを入れるのかと思いました。人はカメラを持たなく

利は６％位の時代です。ある方は１億円を運用し、その

なり、電話をカメラとして使うようになる。その次はパソ

コンになると。そうすると、この携帯端末を離せなくなる。

が、３５００人まで人を減らしました。他の銀行でもあり

どんどん進化するから、人は何度でも買い替える。

ましたが、基本的に４５歳以上の方が希望退職されて

それが最後には腕時計になると。アップルウオッチが

いきました。

出てきた時、平成６年の２４年前の話ですが、夜な夜な

平成１５年から平成１７年にはあざみ野店の住宅ロ

酒を飲みながら未来を語ってくれたことを思い出しまし

ーンセンターで、センター長を務めました。初めて統括

た。残念ながら私はその書面を作れませんでしたが、

責任者になり、数字に対する責任が強くなってきました。

新しい買い物を作っていく人たちは５年後１０年後を想

その後は長後支店に異動し、最近はオレオレ詐欺など

定してやっていることは銀行に入って印象深かったこと

警察も早い対応をしてくれますが引き続き警戒していま

です。

す。息子さんから電話で風邪をひいていると言われれ

平成９年から一年間ほど本店貸し付けの部に勉強に

ば、それを信じて振り込んでしまうので、それを防ぐの

行きました。この時に印象に残っているのは、某役所の

は本当に大変で、これは今も続いています。これが始

検査が銀行に入り、監査の検査の担当として面接を受

まったのは平成１７年くらいだと思います。

けました。私はがちがちになっていて、一日が終わった

この頃、リーマンショックを体験しました。長後支店に

時、『顔を洗って出直して来い』と言われ、もう一日あっ

は車の下請け工場がたくさんあり、大騒ぎになりました。

たので、その日は徹夜で次の日を迎えたのを覚えてい

リーマンショックの前に自動車が活況で、第２工場を作

ます。２０代でしたが良い思い出です。

るくらいの勢いでした。それが第２工場の竣工式を行っ

平成１０年から１５年くらいに大和支店に転勤になりま

た１か月後くらいにリーマンショックが発生したので、第

した。この頃不良債権がおきてきた頃です。不良債権

２工場を作られた方たちは１～２年位第２工場は殆ど稼

問題で、金融機関の貸し渋りやＥＵの同時通貨のユー

働しないという状況でした。その頃の自動車関連会社

ロが出てきたり、アメリカの同時多発テロが発生した時

は月の売り上げが月商の６割くらいになり、大変なとこ

代です。ＩＴのバブルが起こり、ヤフー（ソフトバンク）が

ろは売り上げ金額で人件費が払えきれないところまで

時価総額でトヨタを抜きました。ソフトの世界の株が上

売り上げは急激に下がってしまったのです。

がって来るという状況でした。
この頃、印象に残っているのは、銀行全体に不良債
権がありましたので、公的資金を導入し、横浜銀行も平
成１０年に２００億、平成１２年に２０００億の公的資金を

その後、厚木支店に転勤になり、東日本大震災を経
験し大変な騒ぎの対応をしました。
そして、支店長として、群馬の高崎支店では２年間単
身赴任をしました。

導入しました。私は今まで法人を担当していましたが、

次は新百合ヶ丘のエリアの支店長、前任はたまプラ

その時は個人の業務課長を始めてやることになりまし

ーザのエリアの支店長、そして、現在の上大岡支店長

て、公的資金を受けて何が起きたかというと、大口の預

となりました。１０ヶ店を経験させて頂いており、支店長

金者がペイオフ対策でお金をどんどん分散させていま

４ヶ店の中では、高崎支店の時に高崎ＲＣ、新百合ヶ丘

した。『止めろ』という指示がたくさん来るのですが、信

支店の時には百合ヶ丘ＲＣ、たまプラーザ支店の時は

用不安ですから、止まらないのです。極端に言うと、

横浜田園ＲＣ、そして、横浜港南ＲＣにお世話になり、ロ

１億円を１千万円１０個に分けてしまうということが盛ん

ータリークラブも４ヶ店目になっております。

に行われていました。横浜銀行も公的資金を受けた関
係で、大リストラをしました。ピークは７０００人いました

横浜銀行に入行しまして、私は１月が誕生日なので、
５１歳になります。私は続けているのもがあり、趣味は

マラソンです。４０歳を超えた時から始めて、何か目標

にかかっています。ご注意ください。

がないと続かないと思い、６０歳までに地球（赤道）一周

石坂会員のイニシエーションスピーチを楽しみにし

４万７５キロを走ろうと自分の中で開始しました。ちょう
ど１０年くらいなので、昨年末で約２万１千キロまで行き
ましたので、あと１万９千キロを６０歳までに走破して、
地球一周ぐらいを走ったぐらいに、また別の世界で何

ております。

◎次週の予定
１月２３日（水） 休会
３０日（水） １８：３０～ 新年夜間例会
『北京飯店』

か出来たら良いと夢見ています。今はあまり時間がな
いので、土日の朝、人が寝ている位の時間に走ってい
ます。
まさにサラリーマンにとって平成の時代は激動で厳し
かった３０年であったと思います。今年は新たな時代で、

◎会報

小後摩重正会報委員

2019.1．30．[水] 第 2382 回新年夜間例会報告
今年の新年会は青柳会員の『北京飯店』です。幸い

皆さんと一緒にこの地域で横浜銀行員として頑張って

お天気にも恵まれ、冷たい風もなく、穏やかな日で本当

いきますので、是非引き続きよろしくお願い致します。

に良かったです。

ご清聴ありがとうございました。

会員２４名、デルバさん・キャミアさんも参加され２７名
でした。オーナーのご好意で美味しい中華料理を堪能

◎ニコニコボックス

北見丈治親睦委員

宮下賢会長

し、楽しい会話で盛り上がりました。
海野親睦委員長の司会で、宮下会長の挨拶、尾形

風邪・インフルエンザが流行しているようです。お気

次期幹事の乾杯の音頭、平山次期会長エレクトの挨拶

を付け下さい。

と三本締めで、９時ごろお開きとなりました。

石坂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。
大井和子幹事
昨日で大学の講義が終わり、また９月まで通常に出
席します。
石坂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。
根本雄一会員
石坂支店長、港南区にようこそ。楽しくやりましょう。
飯島直人会員 高森政雄会員 笠原孝雄会員
豊場建伍会員 瀧 文 博 会 員 福 嶋 昭 会 員
市川敏明会員 小後摩重正会員

◎２月の予定
２月６日（水）Mas te r piec e 代表 菊池真梨香様

石坂会員これからよろしくお願いします。イニシエー

１３日（水）港南警察署長

ションスピーチを楽しみにしております。

２０日（水）は２１日（木）に例会変更となり、通常の
例会はありません

坂巻照代会員
震災対策技術展、何かヒントがあると思います。
海野俊彦会員
京急百貨店で年末から３０名以上がインフルエンザ

２１日（木）１８：３０～第５グループ南合同例会
２７日（水）会員卓話

◎会報

大橋三郎会報委員長

