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国際ロータリー2014～15 年度会長 ゲイリー C.K. ホァン 

  

第 2641 回例会 平成 27 年 1 月 30 日（金） 
◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 
◇ 四つのテスト      浅野 正博 会員 

◇ ニコニコボックス 

橘 昌孝 会員：小中学校の検診で、校長、養護の先生に伝えた「鼻

づまりになり頭に酸素がいかないため学力が低下する」ことを、富

里の中学校の先生が父兄に話されたことを聞いて嬉しくなりまし

た。インフルエンザですが、先週はそろそろ終わりに近づいている

とお話ししましたが、先々週は 980、先週は 1,080 とまだ 100人増

えておりました。ですから安心なさらず色々ご注意なさってくださ

い。 

渡辺 孝 会員：二点ございます。一点目は、昔、成田高校の講師

をされておりました旭 寿山先生がおかきになった成田市大年表と

いうのがございます。この中に、「出雲屋が明治 10年、土屋に寿司

店を開業す」と出雲屋のルーツが書かれていました。明治 10 年は

西南戦争、1877 年、今から 138 年前です。企業としては大きくな

っておりませんが、継続はしております。これは 4つのテストをや

ってきているお蔭かなと思いました。私の家のルーツがわかったことと、これを紹介して

くださいました石川会員に感謝いたします。二点目は、孫娘が中学受験をし、東邦大附属

東邦中学に入学することが決まりました。併せてニコニコいたします。 

 

小川 賢 会員：職業奉仕でニコニコいたします。1 月 23 日にホ

テルニューオータニ幕張で、中小企業団体千葉県新春交流会が 640

名の参加で開催されました。席上、千葉県中小企業団体中央会会

長より「中小企業団体の運営に尽力し、その振興に寄与された功

績」とのことで、組合功労者表彰を受賞いたしました。二つ目は、

私の事務所は厚生労働大臣認可の労働保険事務組合と社会保険労

務士事務所を併設して、各事業所の労働保険・社会保険の手続き代行、就業規則の作成・

諸法令順守での労務管理のお手伝いをしています。何よりも職員の資質の向上が重要です。

男子５名の内４人目が昨年合格して、1 月には社会保険労務士４名となりました。これか

らも頑張ります。 

岸田 照泰 会員： 久方ぶりの出席で申し訳ありません。皆様に御慶申し上げます。皆様

新年あけましておめでとうございます。昨日、吉例の初句会が終了し、新年の諸法要、諸

行事が恙なく無事故で相済ますことが出来ました。特に正月三が日の人出は 308 万人、前
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年より 3万人の増でした。一カ月で約 430万人。多くの皆様のお

詣りをいただきました。昨日の初句会は明治以来の当山伝統行事

であり、高浜虚子の子孫のご参列をいただき開催いたしました。

来月に入ると３日に節分会を執行いたします。例年 8万人の人出

があり、盛儀となるよう期待致します。また 2 月には京都の智積

院に出張いたします。昨年末に真言宗智山派の宗会である教区代

表会（60 人）の一員に任命されました。2 月 23 日から 27 日まで無事勤められることを祈

りたいと存じます。以上新年の諸行事が無事済んだことの御礼とこれからの事について申

し上げニコニコといたします。 

 

澤田 喜信 会員：皆様のテーブルに手作りのリースを置かせて

いただきました。昨年 3月に着工し、このほど習志野市に『習志

野ローズ館』が竣工いたしました。ここは高級マンションのよう

に見えますが特別養護老人ホームでございます。100 床ございま

して、既に 300 人ほど予約をいただいており、2 月 1 日から順次

入居していただくことになっております。施設運営コ

ンセプトは、“野に咲く四季の花”、内部もそうですが

外もお花でいっぱいにし、1 階は地域の皆さんに開放

しようということで、白い床でお洒落に作ってありま

す。藤崎理事長と奥様が情熱を傾けこの建設にあたっ

たという経緯がございます。今後、プログラム委員会

と相談しながら移動例会などで利用いただき、皆様方

にご覧いただける機会があればと思っております。 

 

◇ 会長挨拶    松田 泰長 会長 

皆さんこんにちは、良い天気に恵まれたお正月でしたが

今日は一転冬空となってしまいました。 

成田の新年行事はたくさんあります。ここ一週間に成田

商工会議所と成田青年会議所の賀詞交歓会が開催されまし

た。商工会議所は池内会頭、諸岡、小泉両副会頭のもと活

気ある成田らしい交歓会が行われました。今週月曜日に行

われた青年会議所の交歓会へは初めての出席をさせてもら

いましたが、次の成田を背負ってくれる若い人たちの勢いに圧倒され感動しました。その

面々として昨年の理事長は元我がクラブメンバーの亡き平野順一さんのご子息、そして今

年度理事長は小泉さんのご子息の率いる佐瀬監事、石川副理事長のもと、大勢の我がクラ

ブ会員の二世が活躍しています、10 年後、20 年 40 年後の成田と成田ロータリークラブの

繁栄は約束されていると感じたところです。 

 

 さて、ロータリーについても触れておきたいと思います。先週までサンディエゴで開催

されていた国際協議会でスリランカの K.R. “ラビ” ラビンドランエレクトは次年度のテ

ーマは「世界へのプレゼントになろう」と発表しました。 
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 12月に行われたＲＩ理事会では、「ロータリアンの行動規範」の 5項目目を削除。2015

年 7 月以降の特別月間の変更を決定しています。詳しくは週報に掲載しますのでご覧くだ

さい。  

成田コスモポリタンロータリークラブでガバナー輩出の決定がされたようです。

2016-2017 年度ガバナーとして青木貞雄・現ガバナー補佐がお出になるようです。近く正

式にご挨拶があると思いますが、親クラブとして温かく見守りたいと思います。 

また、帰郷していたムンクバトくんからの連絡でお母さんが去る 21 日お亡くなりになっ

たとのことです、来週の例会には出席するとのことですので言葉をかけてください。 

 

◇ 表  彰 

米山功労者 

堀口 路加 会員 2回、神﨑  誠 会員 2回 

 

◇ 委員会報告 

・成田環境ネットワーク    出向者 小川 賢 会員 

成田市の 60 団体ぐらいが環境ネットワークに参加しており、

その中の 8団体から理事が選ばれております。成田ロータリーク

ラブも選ばれておりまして、1 月 27日火曜日 10 時から成田市役

所で臨時役員会が開催されました。その報告です。 

1、助成金を受ける時は、今まで事務局で交付を受けていたが、

これからは交付提出書を出してから差し上げましょう 

2、印旛沼のクリーンハイキングに昨年は 474 名、成田からも 12 名参加、今までは日曜日

開催で雨天の時は次週となっておりましたが、これでは準備が大変なので、これからは土

曜日に開催し、予備日は次の日曜日にしたいという提案。理事会で承認されました。 

もう一つは空港周辺美化活動について。昨年は 6月 404 名、12月 382 名参加。当クラブ

からは 10名前後毎回参加しています。問題点は、多くの方が参加したら後ろの人は拾うゴ

ミがない、歩道でないと危険だから拾うところは制限されてしまう。あれほどの人数が必

要だろうか、啓蒙する観点からみればある程度の人数は必要ではないか。 

擁壁花壇について。51号の立体交差から空港へ向かって坂を上り詰めた辺りから左側に

段々畑みたいなものがあるそうです。図面と写真を回覧しますので、どのように利用する
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かいい案がありましたら、私までお願いいたします。 

 

・会員増強・退会防止委員会   小寺 真澄 委員長 
本日、例会終了後、委員会を開催します。関係者は出席よろしくお願
いします。 
 
・次年度計画   佐瀬 和年 会長エレクト 

委員会構成表を配信しました。訂正個所もありますが、宜しくご準備

お願いたします。活動計画は、7 月最初の「祭りを見よう会」から始

まる活動の全てを白紙に戻して検討いたします。長期計画委員会と擦

り合わせを行って、ピックアップしつつ活動計画を制作いたします。

宜しくご協力お願い申し上げます。 

 
◇ 幹事報告   神﨑 誠 会員 

≪回覧≫ 

・２月例会変更  成田ＣＲＣ、八街ＲＣ、印西ＲＣ、多古ＲＣ 

・週報  八街ＲＣ 11/12-1/14 

・習志野中央ＲＣ  2/28（土）ロータリーデー開催のご案内 

・行事出欠確認  2/17（火）メディア、2/26（木）新酒、3/12（木）

９分区ゴルフ 

≪参考≫ 

・櫻木ガバナーエレクトより 「国際協議会現地報告」 

 
◇ 卓話 

『私の履歴と職業観について』 

小坂 裕巳 会員／京葉銀行成田支店支店長  

京葉銀行の小坂です。昨年８月に成田ロータリークラブへ

の入会許可を頂き、６ケ月が経過しました。ロータリーは初

めての加入であり全く知識がない中、松田会長始め役員の

方々、オリエンテーションで小宮山会員に、近藤顧問のご指

導、クラブ研修など諸先輩方のお蔭で理解を深めているとこ

であり、この場をお借りしまして御礼申し上げます。有難う

ございます。前回の新入会員の卓話で、同時期に入会した高

橋会員は「順番が来るのを待っていました」とおしゃっていましたが、私は全く逆であり、

密かに先送りになればいいのになあと思っていたところですが、今回指名ですので卓話を

させていただきます。成田ロータリークラブに入会して驚いたのは、会員の方々の存在感

の大きさです。５０年以上の歴史のあるロータリーですから多士済々であり、仕事の方は

もちろんですが、親睦会、宴会などいろいろな機会で存在感のある方々が多いなあと思い

ました。私は、どちらかと言うと比較的地味で存在感も薄いので、この機会に少しでも私

を知って頂けたらと思い、卓話の内容は自己紹介を兼ねて「私の履歴と職業観」といたし

ました。 

いままで、自分の履歴を振り返ることは無かったのですが、今回、初めて振り返って見
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ますと、学生時代までは本当に自由に本能のまま生活していた「山猿」のようでした。社

会人になってから諸先輩のご指導や、良い書籍に触れることで職業倫理を意識しながら、

義理・人情・浪速節を大切に少しずつ成長出来ているのかなと思っています。話の内容は、

小学生の下手な文字稼ぎの作文のように時系列的に進めさせて頂きますので、30 分ほどの

退屈な時間になりますがどうかお付き合い願います。また、退屈しのぎに、お手元に「京

葉銀行の現状について」・銀行紹介レジュメを配布してありますので、話の合間にご覧い

ただければと思います。これは弊行で、お客様向け説明会の冒頭で使っているものを用意

しました。 

それでは、始めさせていただきます。まず、本能のまま生きていた「山猿」の時代、生

まれから学生時代です。出生は、昭和 40 年 2 月に成田市飯田町（日赤）で生まれ、隣の

酒々井町で育ち、現在も住んでいます。一度も他の土地に住んだことがない田舎者であり、

比較的ゆっくりと生活しています。見た目は多少若作りしていますが、間もなく５０歳に

なります。この生まれた年は、前年の東京オリンピック後の反動による 40 年不況から回復

して、「いざなぎ景気」が始まった年です。昭和 40 年の成田市の人口は旧大栄町、下総町

を合わせて 42,000 人（現在の 3 分の１）、予算規模は６億５千万円（現在の１００分の１

程度）、成田市内の金融機関の店舗数は５カ店、預金と融資の合計は８４億円（現在の１

００分の１未満）の経済規模でした。新国際空港予定地がその後成田に変更されましたが、

富里村に内定した年です。公益財団法人日本生産性本部の毎年発表する新入社員の特徴と

タイプによりますと、私の年代・昭和 40 年生まれが就職した・昭和 63 年の新入社員は「養

殖ハマチ型」です。過保護で栄養分が高いが、魚らしくピチピチしていないとの寸評でし

た。なんとなく言い当てているような気がします。団塊世代ジュニアより少し前の年代で、

競争もあまり激しくなく比較的、親から甘やかされて育った恵まれた世代ではないかと思

っています。 

学校は、地元の小中高を卒業し、昭和５９年に立教大学に入学しました。小学・中学は、

あまり勉強はせず野球をやっていました。私は、あまりうまい方ではなかったのですが、

チームメイトにはその後、成田高校からドラフトでプロ野球に入った桜井がいました。 

大学では経済学部でしたが、勉強よりアルバイトや遊んでいることの方が圧倒的に多い学

生時代でした。部活動にも属さずに、当然「上下関係やしごき」とは無縁で、スポーツ系

サークルで、テニスやスキー、野球、合コンを楽しむといった感じで、こうして振り返る

と自由奔放に過ごしていた、まさに「山猿」の時代でした。ここ地元成田でもよく遊びま

した。ゼミの同級生には、成田の旅館の倅もいましたので、時々、門前の旅館でマージャ

ンをして、そのまま翌朝から現在の久能カントリーでゴルフをするなどしていました。 

次に、諸先輩方の指導を受け、自己啓発も行い、大和魂の良さ、人の機微などいろいろな

ことを学び、「人」として現在も成長しているのかなあと思っている職業時代です。 

職歴は、この 3 月で勤続２７年になります。そのうち営業店１２年、本部１５年と比較的

バランスの良い銀行員生活だと思っています。 

就職は、昭和６３年です。この年は、高級車の日産シーマが発売されてバブル景気を背

景に爆発的にヒットし、シーマ現象などと言われるほどの正にバブルの真只中あり、東京

ドームが出来たのもこの年です。成田市の金融機関の店舗は１４カ店、預金と融資の合計

は約 5000 億円と現在の約半分の規模になり、毎年、伸びていた時期でした。 

このような時期でしたので、どの企業も大歓迎で学生を迎えてくれ会社説明を先輩から聞
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くだけで食事をご馳走になったり、今では考えられない良き時代でした。会社選びの志は

あまり高いとは言えませんが、全国・世界を駆け回るより地元でほどほどの給与を頂きの

んびり暮らしたいということと、いつかは起業してみたいとの気持ちもありましたので、

いろいろな経験が積めるとの思いで地元の銀行を志望しました。当時、親戚が千葉銀行で

管理職だったので同じ会社ではなく別の銀行でとの思いから、京葉銀行に入社しました。

入社してみると、意外と同じような考え方の人もいるものだなと思いました。今いる成田

支店でも、親や兄弟が千葉銀行の支店長だったりと、意外と地元の金融機関同士、人的関

係の繋がりがあります。 

その後、最初の転勤は、平成４年、業務出向という名目で現在の三井住友信託銀行の本

部・事業開発部への発令で八重洲までの通勤となり、地元でのんびりが早くも無くなり通

勤ラッシュを味わうこととなりました。信託銀行での仕事内容は、不動産の活用提案がメ

イン業務で、当時は第一勧業銀行、東海銀行、北陸銀行、スルガ銀行、佐賀銀行などの行

員が同じように業務出向しており、私が一番年下だったこともあり皆にかわいがってもら

い、とにかく良く遊び、良く学び「好意と友情」を深めました。その後も、ここでご一緒

した方々とは現在まで長く付き合いが続いています。すでに定年を迎えている人や、役員

や部長になっている方もいて、この時の友愛が現在の大切な財産の一つとなっています。

この頃から、仲間内で固まる協調性より異文化と上手に付き合う社交性を大事にしてきま

した。 

業務出向終了後は、銀行の本部・営業開発部に転勤になり、信託業務への参入の立ち上

げ、不動産の有効活用に関わる本部渉外業務、政策出資の審査業務などを４年間経験しま

した。不動産活用などの本部渉外は、他業種の三井物産などの大手商社やデベロッパーな

どと組んで共同で提案を行ったりしました。信託業務はゼロからスタートであり、苦労も

多々ありましたが、この頃から銀行の仕事も良いなあと思うようになってきました。 

その後、船橋市内の営業店を２年間経験し、人事部の配属になり、ここでは採用・研修・

人事企画など人事全般を幅広く経験しました。特に、苦心したのは、何十年間も続いてき

た人事制度の改正でした。年功序列などの俗人的要素から、成果や職務の難易度を加えた

給与制度とし、職務考課制度などとの整合性をとって大幅に改正しました。現場を重視す

るのが当たり前との思いから設計した給与制度であったため、本部の人からは良くお叱り

を受けましたが、現在の当行の制度として定着しました。また、今では普通ですが、平成

１２年当時に受け皿となる関連会社を設立し、６０歳の定年者の再雇用制度作りました。

当時では珍しく、新聞の全国欄の記事にもなりました。 

その後、千葉市内店舗の次長を２年勤めて、平成１６年に習志野市の大久保支店の支店

長になりました。私が、銀行に入った頃の支店長はあまり仕事をしている雰囲気もないの

に、偉そうに見えて支店長くらいにはなりたいなと思っていました。いざなってみると意

外と大変で、数字がいかなければ担当役員に怒られ、部下を怒ればパワハラと言われ、優

しく肩に手でもまわせばセクハラといわれたり、先輩支店長方のご苦労も、何となくわか

りましたが、幸い部下とお客様に恵まれ大久保支店での３期は全て成績優秀店舗で終われ

ました。 

この支店長を僅か１年で転勤になり、その後、秘書室に５年間いましたが、その間に、

頭取が綿貫から現在の小島に代わり、協会団体の会長、全国銀行協会の副会長、千葉県経

営者協会の会長就任と、通常あまりない事柄が多い中で、取締役会やガバナンス、役員報
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酬の改定など制度改正を行い、５年が１０年に感じられるほど長い期間でした。特に、今

は鬼籍に入られた相談役に、秘書室に赴任した時、秘書は２４時間３６５日仕事だと言わ

れたのが正にその通りだったなあと印象深く残っています。また、この時期に初めて知っ

たのですが、当時の頭取は個人の財産を拠出し、東南アジアの恵まれない留学生を支援す

る財団を運営していました。日本版フルブライト基金を目指し、銀行の支援を受けずに私

有財産のみで長い間続けられているは、身内ながら改めて頭が下がりました。ロータリー

では、米山記念奨学会がありますので国際奉仕も意識していきたいと思います。二代にわ

たる頭取の秘書室長を経験することで、物事を大局的にみる考え方をしっかり教えて頂い

た気がします。 

その後、船橋市内の馬込沢支店に支店長で転出し、再び一国の主になったのですが、こ

の支店は、頭取・副頭取・専務の代表役員の３人全員が支店長を経験した店舗であり、ど

こまでプレッシャーをかけられるのかなと思いましたが、無事、良い成績で支店長を２年

勤められましたので、昨年７月より皆様にお世話になっている成田支店の支店長に就任で

きました。 

この成田支店は、私で３２代目の支店長になります。京葉銀行の創業時の昭和１８年よ

りあった歴史のある支店の一つであり、この成田地区のポテンシャルの高さもあり、銀行

のなかでも大変重要視している地域の一つです。前任の支店長は、周知の通り取締役でし

たが、私は部長になります。支店の規模は、現在、当行県内１１９店舗のうちので、柏支

店と２番、３番を競う規模になり、千葉ニュータウン支店から銚子支店まで１２か店、約

６０００億円の業容をとりまとめるこの地区の店舗の班長を兼ねるようになっています。

成田支店には、空港出張所もあり成田西支店と成田ローンプラザを合わせて１００名以上

が成田市内で働いています。また、成田市内の預金と融資の合計は成田支店が１４００億

円、成田西支店が６５０億円と計２０００億円以上の資金を地元で活用しています。平成

２６年版成田市統計書によりますと、成田市内の金融機関１８カ店舗の預金・融資の合計

が９，５００億円ですので、京葉銀行の地区のシェアは２０％を少し超えています。これ

も偏に、地域のお客様のお蔭と感謝しております。 

銀行に勤めて２７年が経とうとしていますが、お客様に恵まれ、上司・同僚・部下に恵

まれ、そして運に恵まれたと思っています。特に、管理職になってから心がけていること

は、「企業家としての資質と道徳心が資本主義の質を定める」との気概を忘れずに業務に

当たることです。 

いい加減な学生時代から、職業を通して様々方々との出会いにより、職業奉仕の精神を

形成し、日本人の持つ良さや大和魂も分かるようになってきたのかなと思っています。こ

の度、成田ロータリークラブの一員に加えて頂きましたので、この場でロータリーの職業

奉仕の理念を学び、しっかり自分を磨いて育てて頂いた地域に恩返しできるように努力し

ていきますので、今後も、ご指導・ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。 

最後に、家族と趣味、座右の銘の話をして終わりにしたいと思います。家族は、父親と

妻、男の子供が２人の５人家族です。子供は双子で、一卵性のためよく似ていて子供が小

さい頃はよく間違えていたので、いつしか名前を呼ばずに小僧と二人合わせて呼んでいま

した。幼い時は、空手とテニスの個人競技をしていたので二人が試合で当たるときは複雑

な思いで応援していました。その子供も２人とも今年は大学の４年になり、うち一人は体

育会の空手部の主将になりました。今後は、大学院と就職と、初めて別々の進路を歩みだ
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す予定です。ロータリーの「にこにこ」で、良くお子さんやお孫さんの嬉しい・微笑まし

いお話をお聞きしますが、うちの場合は双子ですから、もし出来が良ければ、喜びも２倍

で「にこにこ」出来るのですが、残念ながらがっかりと心配が常に２倍のような気がして

おり「にこにこ」の機会にも恵まれていません。 

趣味は、読書とジョギングです。読書は、通勤時に軽い小説を読み、内容の重いものは

土日に読んでいました。好きな作家は司馬遼太郎であり、繰り返し読むこともあります。

最近は、良く人の薦める本を読んでいます。昨年読んで面白かった本は、三井住友銀行元

副頭取のお奨めの松岡圭祐の推理小説、万能鑑定士シリーズであり、この作家のほかの作

品もすべて読みました。感銘を受けた本は、市川市に住んでいた明治の文豪、幸田露伴の

「努力論」です。その中の幸福三説には３つの「福」あり「惜福」「分福」「植福」と表

現しています。惜福とは福を惜しむという内容で、分福とは福を分ける、植福とは福を植

える、 

つまり次世代に福をつなげるという内容です。詳細はここでは割愛いたしますが、これ

は、現在も知遇を得ている千葉高 OB で、元関東財務局長の方から教えてもらった本です

が、ロータリーの精神と通じるものがあるなと改めて感じています。この趣味も、昨年 7

月に成田に赴任してからは、通勤時に本を読む時間が無くなり最近は読書より、あまり上

手くなりませんが、しばらくやっていなかったゴルフを再開し今一番はまっています。JGA

のハンデキャップは、高橋会員の足元にも及びませんがピークでは８まで行ったことがあ

ります。次回、機会があれば、是非ロータリーの親睦ゴルフにも参加させていただきたい

と思っていますので、その際にはよろしくお願いします。 

座右の銘は「利他の心」です。鈴木会員が披露された「アナリータ・セニョリータ」の 

リータではなく、漢字にすると利益の「利」、他人の「他」に「心」です。これは、他人

の利益を考えて行動することで必ず利益が帰ってくるという意味です。商売は、互いに利

がなければ長続きしないものであり、利をみて義を思う仕事したいと日頃から思っており

ますし、部下にもそのように教えています。 

ロータリーと、共通のところもあるのかなと感じており、折角の機会を得ましたので 

ロータリアンとしてしっかりと「奉仕の精神」を学んで行きたいと思っています。なお、

次の機会がありましたら金融機関らしい話題をご提供できるようにいたしますが本日は私

の人となりを知っていただく卓話となり、つまらない話に長くお付き合いいただき有難う

ございました。 

 
◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 
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