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国際ロータリー2018～19 年度会長 バリー・ラシン 

  

第 2835回例会 平成 31年 3月 15日（金） 

◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長 

◇ ロータリーソング  我らの生業 

◇ 四つのテスト  伊藤 英徳 会員 

◇ お客様 

大阪御堂筋本町ロータリークラブ  横山 倫子 様 

◇ ニコニコボックス 

伊藤 英徳 会員：このたび社命により異動することになりました。

3年間、皆様に大変お世話になりました。次は立川と八王子をエリ

アとします東京西支社の支社長になります。大阪から 3年前異動に

なり、親睦委員としてカラオケやら司会やら皆様に本当によくして

いただきありがとうございました。後任には、現在横浜で部長職を

しております者が、支社長として成田に参ります。支店長としても

初めてですが、ロータリーも初めてで全くわからないと思います。しかし、継続してロー

タリーに入会するように引き継ぎしてありますので、皆様、どうか温かくご指導ご協力を

よろしくお願いいたします。本当に 3年間ありがとうございました。 

 

諸岡 正徳 会員：2つのことでニコニコいたします。2月 16日、

長男に子供が生まれ、初孫が誕生しました。とうとうおじいちゃ

んになってしまいましたが、今後なんと呼ばせようかと考え中で

す。2 つ目は次男が大学を卒業しやっと親の責務が果たせたかな

と思っております。 

 

設楽 正行 会員：成田山の参道の入り口から約 100メートル 60

店舗ほどございますが、その町内会の会長を私が、街づくりの会

長を小泉会長エレクトが務めております。先日、その町内会の親

睦旅行で日光へ行ってきました。最近、国宝に指定されている陽

明門が新しくなりました。普段は入れないような所まで見ること

ができ、大変感動いたしました。 

 

小泉 英夫 会員：1週間に3カ所連続で視察してまいりました。

長崎の三日間、初日に軍艦島へ行くはずだったのですが、風が強

く上陸できませんでしたが、その分、資料館をじっくり観させて
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いただきました。2日目は大村市を表敬訪問させていただきました。市長が 42歳で、来年

二期目の選挙だそうです。大村市には日本最西端の大村競艇場がありまして、収益金は 11

億円、来年は 3倍から 4倍になる見込みだそうです。成功した一番の理由は、夕方 6時位

から 8時まで開催するナイター競走、これが人気を博し収益が上がったそうです。次は草

津へ行きました。夜はお決まりの地元のスナックへ行ったのですが、お店を出る頃にチラ

チラ降り始めた雪は、朝になるとかなり積もっていました。３カ所目は設楽会員がお話さ

れた通りです。以上、近況報告でした。 

 

香取 竜也 会員：4月 1日から浅草ビューホテルの副総支配人と

いうことで異動になります。もともと成田が地元なのでやりやすか

ったのですが、ロータリークラブに入った時は緊張して何をやって

いいか分からない様な状態でした。しかし、釣りやゴルフ同好会で

皆様とのコミュニケーションが取れ、とても楽しくやってこられま

した。そんな時の転勤ということで、次年度の諸岡ガバナー年度で

は地区幹事にもなっており楽しみにしていたのですが、非常に残念です。3 年間大変お世

話になりました。 

 

平山 秀樹 会員：先日、会社に「マユカ」さんという方から電

話がありました。聞き覚えのない名前でしたが、お会いしました。

すると、元米山奨学生の方でした。残念ながら、成田 RCが世話ク

ラブというわけではなかったそうですが、平山金吾 PGとつながり

が深かったそうです。亡くなって四年経っても、こうして思い出

していただけることはありがたいと改めて米山の絆はすごいなと

思いました。プラントエンジニアで、成田在住だそうです。 

 

横山 倫子 様（大阪御堂筋本町ロータリークラブ）：こちらに

お邪魔させていただくのは 2回目です。1回目の時に、ガバナー

が出るとお聞きし、すごいクラブだなと驚きました。自分のクラ

ブに帰ってこういうところが成田にあると話を盛り上げておきま

した。今度は、大阪から何人か連れて参りますので、仲良くして

いただけたらと思います。成田に知り合いはおりませんが、泊ま

っているホテルは平山幹事の所です。自宅のように使わせていただいております。ロータ

リークラブの会長と言う重役ができるかどうか不安ですが、ＰＥＴＳもクリアさせていた

だきました。またいろいろ勉強させていただきたいと思います。今日はよろしくお願いし

ます。 

 

◇ 会長の時間   神﨑 誠 会長 

皆様こんにちは。だんだん春めいてきて暖かい日々が多くなっ

てきましたが、一方では風の強い日もあり、花粉症の方には大

変過ごしづらい時期となってきました。お気の毒様です。 
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 大阪御堂筋本町 RC2019-20 年度会長横山倫子様、ようこそいらっしゃいました。ごゆ

っくりお過ごしください。 

 

 先週 8日の大成会ささえあいの移動例会では、ささえあい管理者加瀬様の卓話で、障害

児入所施設についてや、不二学園の歴史は昭和 21 年戦災孤児を収容保護する施設の聖十

字学園が前身で、昭和 27年に 30名の精神薄弱児施設「不二学園」を併設・開設され現在

に至っており、今話題になっている児童相談所の措置にも関わっているそうです。障害児

の現状を理解でき、有益な移動例会だったと思います。 

 

 また、11日の月曜日には、成田山新勝寺釈迦堂で岸田照泰寺務長厳修のもと、全国災害

物故者総供養会が営まれ、成田 RC 会長として参列しご焼香させて頂きました。成田 CRC

村島会長も参列されており、他に滝澤会員、諸岡靖彦会員、諸岡市郎左衛門会員も参列さ

れておりました。そして成田山仏教聖歌合唱団の一員として、佐瀬会員もいらっしゃいま

した。この法要も今年でひとくぎりされるそうです。 

 

 本日はひさびさの会員卓話でございます。ぜひ自己アピール頂ければ幸いです。楽しみ

にしております。明日 3月 16日は成田 RC創立 58周年となります。グラスでお気づきと

存じますが、後程ノンアルコールシャンパンで乾杯したいと思います。それではこれで会

長挨拶を終わります。 

 

◇ 委嘱状 

菊地 貴  地区幹事団 地区幹事  

矢野 理恵  地区幹事団 地区幹事  

会員増強・維持拡大委員会 

谷 直知  国際奉仕委員会 委員  

土井 豊彦  ローターアクト委員会 委員  

 

◇ 委員会報告 

・会員増強・維持拡大委員会   村嶋 隆美 委員長 

会員増強・維持拡大委員会から報告いたします。 

当委員会の活動として実施いたしました「退会防止のための意

見交換会」について、その概要をご報告いたします。 

 この取り組みについては、退会防止対策として入会 3年未満

の会員と当委員会の構成メンバーによる意見交換等の機会を持

ったものであり、対象となる会員数が多かったため、2 月 15

日と 22 日、3 月 4 日の 3 回に分けて開催したところ、3 回合

わせて延べ 33名の会員の参加をいただきました。 

 この意見交換会は、成田ロータリークラブのホームページに掲載されている「新会員へ

のオリエンテーション」をプリントアウトした資料を参考にしながら、3 回ともに活発か

つ率直な質疑応答、意見交換、提言などが行われ、結果としてロータリークラブに関する

理解がより深まったと確信しております。 
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 この意見交換会の中では、大変多くの意見等が出されましたが、本日はその一端をご紹

介させていただきます。 

  3回の意見交換会で共通していたのは、退会を防止するためにはどうしたらいいのかを、

入会歴の浅い会員もベテラン会員と一緒に考えていただいたことでした。 

 退会を防止するためには、良く例会に出席し、早くクラブに馴染んでいただくことが大

事であることは共通した意見でした。例会の出席率を上げることで、ロータリークラブに

ついての理解を深めることができ、他の会員とのコミュニケーションも円滑になっていき、

退会の防止に繋がるので、出席率の悪い会員には声かけするなど。出席率を上げる必要が

あるという意見がありました。 

 また、例会の出席率を上げるために、例会を今以上に魅力的なものする必要があるので、

食事にメリハリをつけたり、例会が楽しみになるような思い切った工夫をしてはどうか、

という意見もありました。 

 また、常に二人が組になって、お互いに助け合いながら行動するバディシステムを取り

入れてはどうかという意見、入会歴の浅い会員の各種研修会への参加を促進すべきだとい

う意見などもありました。 

 この意見交換会の開催により、ロータリーについての理解を深め、さらには会員相互の

理解も深めることができ、有意義な会となりました。 

 以上報告とさせていただきます。  

 会員の皆様には、引き続き会員候補者の推薦をお願いしますとともに、当委員会の活動

にご協力をお願いいたします。 

 

・諸岡ガバナー年度  堀口 路加 地区幹事長 

今日、皆さんのポストに 3月 24日第 2回会長エレクト研修セミ

ナーのクラブ内の役割分担のマニュアルを配布させていただき

ました。 

対象者は 83 名の次年度のクラブ会長、その他合わせても 150

名程なので、クラブ内の限られた方達でチーム編成をさせてい

ただいておりますのでご協力よろしくお願いします。 

例会終了後、事前打ち合わせを行います。 

4月 20日の地区研修協議会は、約 1500人規模で行われます。会場は幕張のアパホテル。

その際にはクラブをあげて全員で地区研修協議会を切り盛りしていただきたいと思います。

事務局から出欠をとりますので、できるだけ早い時期にこのようなマニュアルを作って皆

様に配布したいと思います。その時はご協力よろしくお願いします。 

 

・青少年奉仕   土井 豊彦 サブリーダー 

3月 12日（火）インターアクト第 3回合同会議に出席してきま

した。今年度、インターアクトの国外研修として台北に行ったの

ですが、参加者は女性が多いのに、付き添いは男性ばかり。たま

たま女性の先生が同行したらしいのですが、来年は各地区で女性

のロータリーアンに参加頂き、同行できるようにお願いできない
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かと提案がありました。 

次にローターアクトの年次大会が 4 月 13 日（土）千葉県習志野市谷津モリシアホールで

行われます。ローターアクトの定款が変わるようで、チャーターメンバー15名が、5名か

らでも作れることになりそうです。 

 

・プログラム   矢野 理恵 リーダー 

例会前にプログラム委員会を開催しました。 

4.5.6月についての打ち合わせです。3月 22日は新会員卓話、

4月 5日は地区協議会の時間。19日は外部卓話、26日のメディ

ア交流会は U-シティホテルからビューホテルに会場が変更にな

っております。皆さま、間違いのない様にお願いします。 

 

◇ 幹事報告   平山 秀樹 幹事 

【回覧】 

・週報 多古ロータリークラブ 

【連絡】 

・出欠表（地区大会記念ゴルフ大会、２クラブ合同ゴルフコンペ

＆花見例会） 

・第 2790 地区青少年育成統括委員会、青少年交換委員会より「櫻木英一郎 PDG 講演ご聴

講のご案内 

・公益財団法人 交通遺児育英会より「君とつばさ」第 338 号 

・成田市国際交流協会より「NEWS LETTER」３月号 No.237 

 

※来年度の国際大会参加準備が中野支店長、石田支店長のお陰で着々と進んでいます。千

葉ナイトの場所の確保、ホテルの予約等を進めていただいております。国際大会推進委員

長予定者の私は、これから「2020 年 6 月 7 日世界大会！」と連呼してまいります。皆様の

スケジュールにぜひご記入しておいてください。 

 

◇ 成田ロータリークラブ創立記念 

（昭和 36年 3月 16日創立） 

神﨑会長の挨拶にもありましたが、明日３月１６日は成田ロー

タリークラブの創立記念日で、今年５８年目となります。 

私は当クラブの２５周年の時に入会し、３４年目となります。

長く続けるという事はロータリーを好きになるという事です。

これが一番大事です。好きになって理解する。ロータリーの

三大責務は、「出席する、会費を納める、ロータリーの本を

読む。」私はこの３４年間、皆出席です。 

皆さんもロータリーを好きになり、例会に出席する。これを肝に銘じてやっていただきた

いと思います。７月からは諸岡ガバナーが始まります。皆さん、一致団結して頑張りまし

ょう！これから７５年、１００年に向かって益々栄えることを御祈念申し上げまして乾杯

させていただきます。“乾杯！” 

乾杯：渡辺 孝 会員 
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◇ 卓話 

～ ～ 自己紹介 ～ ～ 
長岡 明大 会員（千葉銀行 成田支店 支店長） 

千葉銀行の長岡でございます。私は、千葉県の八千代市で生まれま

した。私は現在、実家の隅に離れを建てさせてもらって、そこで妻

と娘２人の家族 4 人で生活しております。地元の小・中学校を卒業

して、高校は県立の千葉北高校に入学しました。そこで、ラグビー

部に入りました。 

当時は、大学ラグビーが全盛期の時代で、早稲田・慶応・明治を中

心に明治の松尾、早稲田の本城、同志社の平尾といった各世代のスター選手が活躍してい

ました。また、テレビでは「スクールウォーズ」という京都の伏見工業のラグビー部をモ

デルにしたドラマが人気で、Ｊリーグができるまでは、サッカーよりも人気があった時代

であったと思います。当時、ラグビー部の顧問はラグビーの経験がなく、書道部と兼務の

先生でしたので、練習はＯＢを中心に自分達でメニューを考えながら行っていました。チ

ームとしては、千葉県の中では強豪校の一角ではあったのですが、優勝はしたことのない

チームでした。 

高校ラグビーは、年末・年始に大阪の花園ラグビー場で行われる全国大会がメインなので

すが、一応、進学校でしたので先輩達は春の大会が終わると、3 年生は引退して受験勉強

に集中していました。しかし、私達の代は 3 年生がみんな残り、花園を目指しました。 

その甲斐もあって、決勝で宿敵であったライバル校を破って花園に行くことができました。 

花園では 1 回戦は島根県代表の出雲高校に勝ったのですが、2 回戦で山梨県代表の日川高

校に破れて、ラグビー一色だった高校生活が終わりました。花園に行けたことは、今でも

良い思い出ですし、当時の仲間とは、30 年以上たった今でも良い付き合いをしています。 

大学は、ラグビーで全国大会まで行きましたので、いくつかの大学から推薦の話も頂きま

したが、１年間浪人して、明治学院大学に入りました。 

就職は、ずっと千葉県で生まれ、育ってきましたので、地元就職を意識して千葉銀行に入

行しました。銀行員になって 29 年になりますが、経歴としては、本部勤務が約 9 年で支

店勤務が約 20 年になります。勤務地は千葉から市川の総武線沿線の支店での異動がほとん

どでしたので、この北総エリアへの配属は初めてになります。支店では、若い頃から営業

担当としてお取引先を訪問していて、支店長としては、今の成田支店が 4 ヶ店目になりま

す。 

 

この後は、千葉銀行の状況と取組みについて、資料を交えて、話をさせて頂ければと思い

ます。 

千葉県内では、昨年開通した外環道の市川―三郷区間や圏央道など、交通インフラの整備

が進んでおります。それに伴い物流施設の建設も増えてきています。特にこの成田地区で

は、成田空港の第３滑走路の計画が進められているほか、約 1,600 億円の経済効果を見込

む国際医療福祉大学とその大学病院の開設などの複数の大型開発案件が進んでおります。 

千葉銀行でも、この成田地区は、今後の発展が期待できる県内の重要エリアであると認識
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していて、成田支店の中に「成田プロジェクト推進室」という特別部隊を置いて、不動産

情報や開発情報の収集に力を入れております。 

右上のグラフにあります千葉県の人口 625 万人は小さな県の 5 倍から６倍に相当する規模

で、今も増加を続けている数少ない県の一つです。 

千葉銀行の状況ですが、昨年の 3 月末時点で、預金残高は約 12 兆円、貸出金残高は約 9

兆 8 千億円で地方銀行単体では、横浜銀行に次ぐ規模です。 

また、貸出金の県内シェアは 40.4％で、ほかの地域の銀行と比べて高いシェアを占めてお

ります。 

帝国データバンクが毎年実施している調査では、約 2 万 1 千先のお客さまが千葉銀行をメ

インバンクに挙げていただいており、10 年連続で地方銀行のトップクラスです。 

銀行として、お客さまの資金ニーズに対して、円滑な資金供給を行うためには、財務の健

全性が重要な要素となります。 

左のグラフのとおり、不良債権比率は 1.27％と低い水準で、自己資本比率も、国際統一基

準を大きく上回る水準を維持しています。 

また右の表では、国際的な格付機関であるムーディーズの主な銀行の格付を記載しており

ます。 

千葉銀行は国内金融機関の中で、最も高いＡ1 の評価を頂いています。 

千葉銀行は、現在、国内に千葉県を中心として 182 店舗のネットワークを構えています。 

特に東京 23 区での店舗出店を積極的に行っていて、昨年 6 月には武蔵野銀行との共同オ

フィスとして浜松町法人営業所を開設いたしました。 

なお、シンガポール駐在員事務所は、浜松町と同じく武蔵野銀行との共同拠点として、両

行で連携を図っています。 

千葉銀行は、経営統合や合併を選択した他の地方銀行とは一線を画し、「新たな地銀連携

モデル」としてアライアンス戦略を推進しています。 

先ほども少し触れましが、首都圏では埼玉県を地盤とする武蔵野銀行と商品やサービスの

ノウハウの共有など、あらゆる面で連携しています。 

また、ＩＴ分野を中心に幅広い業務で連携する「ＴＳＵＢＡＳＡアライアンス」には、千

葉銀行を中心として、北海道の「北洋銀行」、新潟の「第四銀行」「北越銀行」、福島の

「東邦銀行」、岡山の「中国銀行」、愛媛の「伊予銀行」の 7 行が参加しています。 

銀行グループの総資産では、「千葉・武蔵野アライアンス」は約 19 兆円で、地銀グループ

の中では、コンコルディアやめぶきを上回り、3 行が統合したふくおかフィナンシャルグ

ループに次ぐ規模です。 

また、「ＴＳＵＢＡＳＡアライアンス」は約 54 兆円で、全国展開をするりそなホールディ

ングスを上回る規模となっております。 

アライアンスを活用すれば、全国に事業を展開するお客さまに対しても、様々な提案がで

きるようになります。 

大口の資金調達に対するシンジケートローンの提案や、全国への販路拡大に対するビジネ

スマッチングの提案など、地方銀行単独では難しい様々な取り組みを行っています。 

例えば、埼玉県内に営業拠点や倉庫の建築などをお考えの際は、武蔵野銀行と連携して、

開発情報や取引先のご紹介などをサポートすることができます。 

中小企業庁は、2017 年に事業承継５ヶ年計画を公表しました。 
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これは、経営者の高齢化が進むなか、６割以上の経営者が後継者が決まっていない。70 代

の経営者の半数がいまだ準備を行っている段階であることなどを背景としたものです。 

この計画では、事業の次世代への引継ぎとともに、後継者が経営革新などにチャレンジし

やすい環境を整備することを目指して、5 年で支援体制や施策を抜本的に強化することを

定めています。 

このような状況は、千葉県内でも同じで、全体の 67.6％の企業が後継者がいないと回答し

ていることからもおわかりいただけます。 

また、事業承継先の割合を見ますと、35 年から 40 年前は親族への承継が 9 割以上でした

が、直近 5 年では社外の第三者へ承継した先の割合が約 4 割に上っています。 

そうしたなかで千葉銀行にも事業承継に向けた相談が年々増えてきています。 

特に後継者がいない企業が増えてきていることを背景に、Ｍ＆Ａの相談件数が大変増えて

きております。 

具体的な相談内容としては、事業承継にかかるスケジュールに関することや、 

既に後継者はいらっしゃる方でも、その育成に関すること、役員や従業員への承継に関す

ることなど様々です。 

千葉銀行は、親族への承継、役員・従業員への承継、外部企業への承継など、それぞれに

ついて、経営者の皆様のサポートができる体制ができています。 

最近相談の増えているＭ＆Ａについては、戦略の立てるなどの総合的な支援や、千葉銀行

のネットワークを活用して、全国から相手先をみつけてまいります。 

また、武蔵野銀行と立ち上げた事業承継ファンドでは、ファンドが一時的に株式を持って、

企業価値の向上を図ることで、後継者への株式移転や、Ｍ＆Ａによる事業売却、上場など、

様々なスキームの支援をいたします。 

最後になりますが、今日ご紹介した事業承継以外でも千葉銀行のグループ会社では、企業

の皆さまのお役に立つソリューションの提供ができます。 

事業を進めていく上で、お困りごとがありましたらなんなりとご相談ください。 

 

◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長 

 
出席表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６９ ６７ ３７ ３０ ５５．２２％ ６４．１８％ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

矢野 理恵 会員 3 月 12 日 東京東久留米ロータリークラブ 

矢野 理恵 会員 3 月 13 日 東京ロータリークラブ 

諸岡 靖彦 会員 3 月 17 日 
地区青少年交換委員会  

第 5 回オリエンテーション 

諸岡 正徳、矢野 理恵 各会員 3 月 20 日 次年度会員増強地区役員会 

事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 


