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 ロータリーソング  我 等 の 生 業 

 ビジター    真岡西 RC 秋山 康雄 様 

 会長挨拶  会 長 金子  正男  君 

皆さんこんにちは。初めにお客

様のご紹介をさせて頂きます。真

岡西 RC 秋山康雄様。この後、ご

挨拶と PR があるそうです。ごゆ

っくりして行って下さい。 

昨夜は益子の里山ホテルで益

子 RC 夜間秋刀魚例会に 9 名で参加して参りました。大

変美味しく頂きました。篠原泉 PP、岡本 PP、柳会員、

豊田会員、それにレナちゃん、幹事と遅くまで大変ご苦

労様でした。 

又、一昨夜も連続で篠原･岡本･広瀬 PP と大越･斉藤両

委員長、幹事と増強に力をお貸し頂き大変ありがとうご

ざいました。名前はまだ出せませんが、大越委員長フォ

ローの方宜しくお願いします。 

先週はガバナー公式訪問に於いて、100%の出席を頂き

会員皆様には大変感謝致します。その後クラブ協議会に

際し五大委員長はじめ参加会員の皆様、長時間に渡り大

変お疲れ様でした。有意義な協議会になったと思ってお

ります。また、増強に於いても横松･森田両会員のバッジ

授与式を太城ガバナーより行って頂き、今後の活躍を期

待するところです。 

さて、来月は職業奉仕と米山月間です。川堀･広田両委

員長に期待しております。よろしくお願いします。 

又、地区の野球大会･地区大会と続き 10 月 24 日は RI

で力を注いでいる世界ポリオデイでもありますので来月

もご協力よろしくお願い致します。 

最後に余談になりますが、去る日曜日の夜の番組に久

保エレクト、久保 SAA と私でとちテレに出演した時の事

でした。私は真岡市山前地区出身ですが、20 年ほど宇都

宮に住んでおり自分としては標準語かなと、言葉遣いは

同出身のいつも話上手な岡本 PP、久保エレクトと同じ位

かなと常日頃思っていました。しかし、アナウンサーの

女性にコメントを求められ答えた会話のビデオを後で見

て、ガッカリしました。最低の栃木弁でした。後 9 ヶ月

皆様の前で挨拶すると思うと気が遠くなします。徐々に

標準語に近付く様頑張りますので、お付合いの程、よろ

しくお願い申し上げまして会長挨拶とさせて頂きます。 

 来賓挨拶   真岡西 RC 秋山 康雄 様 

皆さんこんにちは。真岡西 RC の秋山と申します。宜

しくお願い致します。 

本年度、10 月 13 日に行われま

す真岡商工会議所ゴルフ大会の

実行委員長を務めさせて頂きま

す。人数が集まるかどうか心配で

したが、真岡 RC 様から総勢 16

名 4 組の参加を頂きまして、どうにか 170 から 180 名程

集まりましたので、そのお礼のメイクに伺わせていただ

きました。 

もう一つ心配があります。当日の天気ですが、私晴れ

男なのでまず天気は大丈夫だと思います。当日も宜しく

お願い致します。どうも有難うございました。 

 幹事報告   石 塚  龍 夫  君 

1. ロータリー地区ゴルフ大会のご案内 

10 月 13 日ですが、真岡商

工会議所ゴルフ大会と重な

っております。当クラブは、

秋山実行委員長の主旨を尊

重いたしまして、地区ゴルフ

大会を欠席、商工会議所ゴル

フ大会に出席とします。 

2. 第六回日台ロータリー親善会議のご案内 

来年 3 月 1 日に高雄市で開催されます。参加は自

由です。当日の登録料は 15,000 円です。2 泊 3 日コ

MU会場案内 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 
宇都宮 90 東武ホテルグランデ 
小山中央  思水荘 

真 岡 西 フォーシーズン静風 
宇 都 宮 東武ホテルグランデ 
宇都宮東 ホテルニューイタヤ 

益   子 益子カントリー 
しもつけ 石橋商工会館 

宇都宮西 東武ホテルグランデ 
宇都宮北 宇都宮グランドホテル 

小山東 小山グランドホテル 
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ース 128,000 円のご案内が来ております。参加され

る方は事務局にお申出下さい。 

 委員会報告   野球部 仲野 新吾 君 

10 月 22 日に栃木県地区大会が御座います。参加され

る方も応援の方も宜しくお願いします。また、部費の徴

収をしておりますので宜しくお願いします。 

親睦委員会 中川 宏行 君 

明日 29 日金子･石塚年度第 1 回ゴルフ大会がございま

す。うな源別館にて 6 時半頃から表彰式を行います。ゴ

ルフに参加されなかった方も参加して頂ければと思いま

す。宜しくお願いします。 

職業奉仕委員会 川堀 哲男 君 

先月より職業 3 分間スピーチを実施しております。今

月は時間の都合上出来ませんでしたが、引続き行ってま

いります。順番は年功序列で行いたいと思っております。

順番はクラブ室に貼り出しますので宜しくお願い致しま

す。月初例会だけでは年度中に消化出来ないと思います

ので、突然の指名があるかもしれません。皆さん心の準

備をお願いしたいと思います。 

新社会奉仕事業検討委員会 渡邉 佳寛 君 

今日、例会終了後に新年度初回の検討委員会を開きま

す。いよいよ奨学金制度が具体的な形になってきました。

皆様方のお力添えでここまで来ましたので最終的な形を

決めまして実行できるようにしたいと思います。ご協力

お願い致します。 

 内部卓話   磯崎 和実 君 

～～ 銀行員人生を振り返って ～～ 

本日内部卓話のお時間をいただきまして誠にありがと

うございます。この日のために 1 週間位前から銀行員人

生を振り返って色々と考えましたが、お取引先の社長様

や上司、先輩、同僚とお酒を飲ん

だ思い出は出てきましたが、皆様

のお役に立つような話はなかな

か出て来ませんでした。とりとめ

の無い話が続くと思いますが、ご

指名ですので少しの時間お付き

合いください。 

まず私のプロフィールですが、昭和 40 年生まれのへ

び年です。長男です。茨城県ひたちなか市が実家で、茨

城県牛久市が自宅になります。平成元年 4 月に常陽銀行

大洗支店に入行しました。ちなみに常陽銀行は自宅から

通勤するのが難しい会社でして、実家から通勤できたの

は初任店の大洗支店だけです。平成 19 年に牛久市に自

宅を建てましたが、いまだに一度も自宅から通勤したこ

とはございません。単身赴任歴は丸 10 年になります。 

初任店の大洗支店には 2 年 7 ヶ月おりました。初任店

では先輩や上司に怒られた記憶しかございません。本当

に不出来な行員でして、銀行に入りますと色々な検定試

験や資格を取らなければならないのですが、資格を全く

取らずに次の支店に転勤したため、当時の次長からは「無

冠の帝王」と言われました。 

平成 3 年 11 月に谷田部支店に転勤になりました。何

の資格も取らずに転勤しましたので、当然ですが転勤後

開口一番次長から、大洗支店で何をやってたのと怒られ

ました。いつも上司から怒られていたので、それを見か

ねた先輩が、飲みに誘ってくれ私を慰めるためにある時

こんなことを私に言ってくれました。「磯崎、銀行員はラ

イセンスも大事だけど、それよりもセンスだよ。」それを

聞いて資格は取らなくても良いんだと都合の良いように

解釈し、また資格取得の勉強を怠り始めました。谷田部

支店には 4 年 8 ヶ月居りましたが、長期在籍の大きな要

因は、UR、都市再生機構によるつくばエクスプレス沿線

開発の土地買収に伴う、約 1,000 億円の土地代金の金融

機関争奪戦が長期化したためです。もう 20 年以上も前

の話ですが、今でも破格の値段だと思いますが、当時 UR、

都市再生機構は農地一反歩あたり 2,500 万円前後で買い

上げていました。 

その後平成 8 年 7 月に協和支店に転勤になりました。

ここも長くて 5 年間おりました。この時に結婚をしまし

た。相手は谷田部支店に新入行員で入ってきた 7 つ年下

の行員です。5 年もいましたので、人事部の異動リスト

から外れたのではないかと思ったことも何度かありまし

た。 

次に平成 13 年 7 月に石岡支店に転勤しました。石岡

支店には行内でも非常に厳しいと前評判の支店長がいて、

出来ればこの支店には行きたくないなと思っていました。

当然ですが転勤後は非常に苦労をしました。何に苦労し

たかといいますと、銀行は 6 ヶ月ごとに規模の同じよう

な支店同士を競わせて順位付けをしています。上位 1、2

ヶ店が入賞となりますが、その支店長は支店長になって

から 1 度も入賞しなかったことが無い支店長でした。一

言で言うと数字への拘りがとても強い支店長でした。そ

のような厳しい支店長でしたが、一転酒席では仕事の話

は一切しませんでした。支店長になってから私も酒席で

は仕事の話はしないように心がけていますが、ついつい

仕事の話になってしまうことが多いので、そのような点

からもやはりすごい支店長だったなと思います。 

平成 17 年 7 月に笠間支店に転勤になりました。ここ

は在籍期間 3 年ちょうどでした。課長職で転勤しました

が、転勤早々支店長からある本を渡されました。最初は

銀行業務に関する本かと思いましたが、本の題名は「土

と炎の芸術」茨城新聞社発行という本でした。これはど

ういう意味かといいますと、笠間には当時約 300 人の陶

芸家がおりましたが、そのうち比較的著名な陶芸家のプ

ロフィールが掲載された本でして、笠間支店の課長はこ

の本をマスターしないと仕事にならないので、まずはこ

の本を頭に入れるようにと渡されたものでした。当時は

笠間支店の主力産業である、石材業が中国等からの輸入

製品に押され苦戦していた時期、また陶芸家はバブル経

済が崩壊し長らく売上げが低迷し底打ち出来ない時期で

したので、営業的には非常に苦労した 3 年間でした。 

平成 20 年 7 月に副支店長として日立の多賀支店に転

勤になりました。ここは出張所も 2 つ傘下に抱え、そこ

を含めると行員・パート合わせ 60 人を超える大所帯で

した。また来店するお客様も非常に多い支店でしたので、

人の管理つまり人繰りに非常に苦労しました。また出張

所含め何かトラブルが起こると、ほとんどは副支店長で

ある私のところに事案が上がってきますのでその最終処

理に奔走したことが思い出されます。多賀支店のときに

は 3.11 東日本大震災が起こりました。震源地に近いこと

もあり電気、水道、ガスといったライフラインが長らく

停止しました。多賀支店は非常用自家発電装置を備えた

支店であったため、震災発生直後の土日も臨時開店し被

災者の方々のご預金の払い戻し業務を行っていたため、

2 週間くらい自宅には帰れない状態が続きました。 



平成 23 年 6 月流山おおたかの森個人総合金融センタ

ーに初めて支店長としての辞令を受け赴任しました。そ

の後平成 24 年 4 月流山おおたかの森支店初代支店長と

して辞令を受けました。当行としては久しぶりの支店開

設でしたので、本部各部からの様々な指示や業績に関す

る期待度が高く、ここでも大変苦労をいたしました。こ

こは千葉銀行が本当に強いところで、千葉銀行から取引

先 1 社奪取すると 2 社奪取される、いわゆる「倍返し」

をされ、当時テレビドラマ「半沢直樹」の名言が「倍返

し」でしたが、こんなところで倍返しをされるとは思っ

てもいませんでしたので、千葉銀行の数字への拘りに驚

愕を覚えたことを今でも思い出します。 

平成 26 年 6 月水戸市の千波支店に転勤しました。こ

こで水戸南ロータリークラブに入会させていただき、ロ

ータリーデビューしました。この支店に赴任後程無くあ

るデータに遭遇し、この支店では事業承継やＭ＆Ａに力

を入れ仕事をしようと思いました。そのデータというの

は地元の中小企業の 6 割以上が後継者がいないことでし

た。実際にお取引先で伺うとやはり半数以上の企業が後

継者候補がおらず、事業承継の課題を抱えている企業い

かい多いかを痛感しました。 

そして今年 4 月に真岡支店に転勤しここにいるわけで

す。銀行員人生を振り返ってやはり大事だなと思ったこ

とは、お酒は大事だなということです。今まで話をした

支店のなかにも、いまだにお付き合いさせていただいて

いるお客様がいますが、やはりお酒の席で意気投合しそ

の後も仕事を含めお付き合いさせていただいております。

つい先週も仕事の繋がりで千波支店のお客様と真岡でお

会いしておりますが、やはり酒席で意気投合したお客様

です。銀行員人生を振り返ってというテーマで 1 週間考

え、話をさせていただきましたが、導き出された結果は

「お酒は大事だな」ということです。 

結びの話となりますが、最近日経新聞や下野新聞にめ

ぶき FG 経営統合後 1 年を経過するにあたり経営統合の

効果等の検証記事が掲載されています。足利銀行の田﨑

支店長が今年 5 月の私の入会式の時のスマイルボックス

に、私に対し「めぶき FG の兄貴分としてよろしくお願

いいたします。共に真岡を盛り上げて行きましょう。」と

コメントいただきました。しかし、私からしたら栃木県

においては少なくとも真岡においては足利銀行が兄貴分

ですので、これからは田﨑兄貴と呼ばせていただきたい

と思っております。共に真岡を盛り上げたいと思ってお

りますので、田﨑支店長これからもよろしくお願いいた

します。本当にとりとめの無い話でしたがご清聴ありが

とうございました 

 スマイルボックス報告  大森 貴之 君 

秋山 康雄様 真岡西 RC 秋山でござ

います｡10 月 13 日に

行われる真岡商工会

議所ゴルフ大会で本

年度実行委員長を務めさせていただき

ます。真岡 RC さんより総勢 16 名、4

組という多数の参加をいただき大変あ

りがとうございました。本日はお礼の

メイクに伺わせていただきました。 

金子 正男君 磯崎会員の卓話拝聴させて頂きます。真

岡西 RC 秋山様ようこそ！篠原･岡本パ

スト会長、連夜のロータリー公務お疲れ

様でした。参加の皆さん、さんまおいし

かったですね~。 

石塚 龍夫君 先週はガバナー公式訪問大変お疲れ様

でした。会員の皆様のご協力に感謝申し

上げます。本日は磯崎支店長卓話宜しく

お願い致します。 

久保 康夫君 磯崎さん卓話ありがとうございます。先

週のガバナー公式訪問 100%出席おめで

とうございました。 

秋山さんようこそ、お世話になります。 

岡本 俊夫君 磯崎さん本日は御苦労様です。拝聴致し

ます。 

私にとって、8 月から 9 月は多用な日時

でした。青森十和田あすなろカップ、韓

国遠征、日本･中国･韓国･東ティモール

の対抗戦、町田カップ。チビッ子サッカ

ーマンの成長を念じます。 

大越 正和君 先日は、会長･幹事･篠原泉 PP･岡本 PP･

広瀬 PP･斉藤会員、会員勧誘にご協力頂

き有難うございました。磯崎支店長卓話

宜しくお願いします。 

豊田 光弘君 磯崎さん卓話ご苦労様です。しっかり拝

聴させていただきます。 

昨日は、金子会長･奥様お世話になりま

した。 

真岡西 RC 秋山様ようこそ。 

久保 賢司君 磯崎支店長、卓話頑張って下さい。 

先日の下野新聞で安田院長の記事を拝

見しました。益々の御活躍をご期待して

います。 

柳澤 正弘君 磯崎様、本日は卓話よろしくお願い致し

ます。楽しみです。 

平石 典嗣君 磯崎支店長、卓話たのしみに拝聴いたし

ます。 

馬場 照夫君 磯崎会員、内部卓話を拝聴します。よろ

しくお願いいたします。 

 スマイルボックス(9 月 28 日現在) 

 プログラム委員会   🔶 出席委員会 

柳澤 正弘 君     馬場 照夫 君 

 

 

 

前回までのスマイル繰越金 809,500 

会員 26,000 

ビジター 10,000 

本日のスマイル合計 36,000 

スマイル今期累計 845,500 

前回までの米山繰越金 17,515 

本日の米山 0 

米山今期累計 17,515 

合計金額 863,015 



皆様、こんにちは。只今ご紹介

いただきました真岡 RC会員増強

委員長で悪戦苦闘しております

大越正和と申します。どうぞ宜し

くお願い致します。 

さて皆様、会員増強とは何でし

ょうか？会員増強とは人員設備

等を増やし、組織の機能を強めるために、内部の構造を充実

させること、と何かに書いてありました。 

真岡 RC 第 59 代金子正男会長は、60 周年を 60 名以上で

迎えようとの目標を掲げました。20%程度の増強を目指し

ております。本年度のスタートと同時に会長幹事から 2 名

の増強をして頂き、やる気を感じて私も頑張っているとこ

ろであります。 

最初に入会して頂いた方は、会長の同級生で、前年度の地

区研修会の後にその会員のお店で打上を行い、ロータリー

の話で盛上り握手をした覚えがあります。 

2 人目は石塚幹事の同級生で、奥様が会長の奥様の友人で

す。今回入会した会員の奥様を姉妹クラブである台湾斗六

RC の公式訪問にお誘いし交流を楽しんでいただき、奥様の

方から旦那様に入会を勧めて頂きました。 

しもつけ RC さんでは増強月間に 3 名の増強と聞いてお

ります。すでに 1 割の増強をされたそうで、真岡 RC も頑

張らなければと励みになっております。 

さて、真岡 RC の増強月間中の増強は 1 名です。芳賀赤

十字病院院長に入会して頂きました。芳賀赤十字病院の後

援会や役員に真岡 RC の会員が就いております。10 年間入

会の声かけを続け、院長に卓話を頂いたとき、本年度こそ入

会して頂こうと、会長幹事他計 5 名で院長室に乗り込みま

した。その前に真岡 RC で芳賀赤十字病院の後援会に入っ

ている会社が少ないため入会をお願いし、院長室に行って

話をした後に後援会の入会申込書ですと束を渡しました。

院長はどう思われたか知りませんが、入会せざるを得なく

なった様な感じで、余り出席できませんがそれでもよろし

ければと言う話で入会いただきました。10 年間職業分類の

未充填になっていましたが、ようやく埋めることができま

した。 

さらに、9 月に入り、2 人の増強をいたしました。１人は

会員がよく行く焼肉店のオーナーで、仕事も軌道に乗り余

裕ができたので何かしらの団体に入らなければいけないと

考えていたところにタイミング良くロータリーの話ができ

入会していただきました。もう１人は地元で建設土木の仕

事をしている社長さんで、震災の時に一人でボランティア

活動として水等を持っていったところ、一人では受け付け

られないと断られ、やっぱり何かの団体に入らないとボラ

ンティア等の仕事はできないというような話を会員として

いたようです。そこで、ロータリークラブにお誘いして入会

していただきました。 

今現在、会員増強できた人数は 5 人ですが、今月 26 日に

は会長幹事他、計 7 名と入会予定者で焼肉屋で飲みながら

申込書を書いて頂ける予定になっております。また、12 月

頃には一度退会した方の再入会を予定しております。一度

退会した方をお誘いするのも対策だなと思います。3 月には

商工会議所青年部を卒業される一名の方に入会の約束をい

ただいております。中には、声を掛けてもロータリークラブ

はお金が沢山掛かるから経済的に無理だとか、仕事が忙し

いから昼間なんて出られないから無理だとか、まだ、ロータ

リーは早いだとか、入会を断られ悪戦苦闘しながらも最低

でも 60人はクリヤー出来るかなと言う所まで見えてきまし

た。増強委員長になって 2 ヵ月半ですが、会員増強は一人

ではなかなか難しくクラブ全体で“増強”“増強”と小まめ

に口に出し会員全員に意識してもらうのが大切だと思いま

した。入会しそうな人がいれば毎年声かけを続けるのも大

切だと思います。私の経験ですが市や町の有力者の方等か

ら声を掛けられると入会する気持ちがない方でも入会する

かもしれません。 

私の入会のきっかけは、岡本さんより声かけを頂き、親に

相談しました。すると親父は、俺は団体に入りたくても入れ

なかったし、私がやれなかったことをお前にはやらせたい

というようなことを言われ、悩みに悩みましたが入会させ

ていただいた経緯があります。 

第 4 グループの増強の目標は、16 人以上と聞いておりま

す。第 4 グループ中島ガバナー補佐を男にするために真岡

RC の増強を頑張ってまいります。増強についての卓話らし

い卓話が出来ませんでしたが、最後までご静聴ありがとう

ございました。しもつけ RC さんの益々のご発展を御祈念

申し上げます。 

本日の 

プログラム 
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月初例会 

 

次回の 

プログラム 

10/15 

地区大会 

(10/12振替) 

 

 

 

月間予定 

出席者     出席報告   出席委員会  馬場 照夫君 

在籍 57名 出席免除者 2名（有資格者 2名 + 有理由者 0名） 

例 会 日 出席義務 事前MU 事後MU 出席者 内免除者 欠席者 出席率(%) 

補正後 9月 14日 55 1 2 46 0 4 89.09 

本 日 9月 28日 55 3 - 42 1 11 80.36 

月間出席率 ( % ) 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

95.72 94.44           

※例会欠席は AM11:00までに必ず事務局（TEL.0285-84-2511 FAX.0285-84-2510）までお知らせください。 

トピックス   9 月 13 日しもつけ RC にて 

大 越 会 員 卓 話 


