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国際ロータリー2017～18 年度会長 イアンＨ．Ｓ．ライズリー 

  

第 2762回例会 平成 29年 9月 1日（金） 

◇ 先月の出席率 

 ・出席奨励   香取 竜也 リーダー 

8月の出席率は 74.28％でした。今月、15 日は納涼例会ということで ANA クラウンプラザ

ホテルさんにて、22 日は今期初の夜間例会ということでビューホテル 18 時点鐘となって

おります。9 月は例会が 5 回ありますので出席奨励よろしくお願いいたします。また、先

週委員会を開きまして、「60％ルール」というのが議題に上がりました。それは始まる前に

途中で退席される方がいらっしゃいましたら必ず最初に 300 円をお支払いいただき、ボー

ルペン（busy bee）を挿していただいてアピールをお願いいたします。先週の委員会の内

容につきましては、週報にて掲載させいていただきますのでご一読お願いいたします。 

 

◇  月初めのお願い 

・Ｓ．Ａ．Ａ．（正）    小寺 真澄 会員 

 一人一人が目的を持って例会等に参加するようお願いしたなかで、先日、豊田会員に「例

会に臨むにあたり」と尋ねました。 要約すると「入会後４００名以上の人と知り合え、

また、多くの卓話等を通じて自己啓発できた。」と教えて下さいました。 

 そして、先週の高橋会員の卓話においても同様に「心が通い合う仲間が作れることが、

ロータリー活動において楽しい。」と、述べられました。 

 楽しい時間を共有し、つらいときには支え合う。そんな仲間づくりを目的にしてはいか

がでしょうか。「友だちは人生の宝ものです。」 

 しかし、親しいつき合いにも、やはりマナーは必要です。ご協力お願いいたします。 

 

◇ 点  鐘   成田 温 会長 

◇ 国歌斉唱 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      藤崎 礼子 会員 

◇ お客様紹介 成田コスモポリタンロータリークラブ 

加瀬 邦雄 会員 

◇ 誕生祝い 

高橋晋会員（S15.9.25）、佐瀬和年会員（S22.9.5）、 

小池正昭会員（S41.9.18）、伊藤英徳会員（S42.9.8）、 

桜井 誠会員（S40.9.1） 

【欠席】 

小泉英夫会員（S24.9.13）、本宮昌則会員（S33.9.11） 
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◇ 結婚祝い 

村嶋隆美会員（S55.9.30）、吉田稔会員（S62.9.15）、 

笠原智会員（H27.9.5）、松本大樹会員（H3.9.23） 

 

◇ ニコニコボックス 

橘 昌孝 会員： 先週土曜日、成田市の体育館で剣道大会が行わ

れていた時に、市原にてインターアクトの年次大会が開催されまし

た。誰も出席しないということで私が立候補しまして小寺会員と行

ってきました。なぜ立候補したかと申しますと、4 月、市原ロータリ

ークラブの白鳥パストガバナーにお見えいただいて、いろいろとお

話くださいました、その時のお礼を申し上げたかったからです。私

自身白鳥パストガバナーにお目にかかりましていろんな話をしてきました。その中で、皆

さんもご存じのサミュエル・ウルマンの「青春の詩」、白鳥パストガバナーもご存知でした

けれども、85 歳になって人がいろいろなことを話したときにそれに感動して褒めていただ

けることは非常に嬉しいことでして、それを記念しまして本日ニコニコさせていただきま

す。どうもありがとうございました。 

 

高橋 晋 会員： 先週の卓話の件で一部修正のご報告を申し上げ

ます。来月 10 月 22 日中学時代の 7 組合同のクラス会が 77 歳の喜

寿に東京で開催されますが、今年私を含めてロータリアン滝沢会員、

平野会員、矢島会員が喜寿と申し上げましたが、もう 1 人、学年で

は 1 年先輩の渡辺会員の喜寿のご報告が漏れており大変申し訳あり

ませんでした。ところで、昨年一昨年と大学時代の旅行の幹事に指

名されましたが、今年 2 名の幹事からの旅行の案内がこないので心配しておりましたが、1

人は癌で、もう 1 人は体調が悪く勘弁してほしいとの連絡があり、旅行より身体の方が大

事だとお伝えし中止になりました。 

 

角田 幸弘 会員： 今日は落語家さんのお話をさせていただきま

す。以前、家内の知り合いの桂三木男さんがお母さんと一緒に成田

にいらっしゃいまして、ウナギをということで菊屋さんをご紹介さ

せていただいたのですが、その折に「そういえば、

桂三木助は成田ロータリークラブに呼ばれて来た

ことがあるわよ」という一言がありました。「そ

うですか、機会がありましたら」ということでその時は終わったのですが、

今年の 4 月、成田商工会議所の婦人部のほうで落語家を呼んでほしいと

いうことで、桂三木男さんをお呼びしまして、一席作っていただきました。

実は明日、桂三木男さんが真打ちに昇進し、5 代目・桂三木助を襲名

するということで、その襲名披露パーティーが東京のホテルオークラ

で、明日、行われます。婦人部のご縁で、滝沢さんの奥様からも大変

気に入られまして、長命泉からお祝いの樽を送っていただけることに
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なりまして、ありがとうございます。長谷川呉服店の奥様と、私も家内と一緒に出席して

まいりますが、また今後とも五代目桂三木助さんを可愛がっていただければと思いまして

ニコニコさせていただきます。 

 

石橋 正二郎 会員： 本日２つのことでニコニコさせていただきま

す。１つは会社のことですが、今朝ようやく新規路線の初便が出まし

た。オーストラリアの南、メルボルンなのですが、本日 10 時 30 分

発、遅らせると私の責任だなということでひやひやものだったのです

が、10 時 30 分ぴったりに出ましてホッとしております。飛行機を飛

ばす上で、社内社外、たくさんの関係者の方のご理解とご協力をいただきましたので本当

に感謝しております。もう１つは 8 月 19，20 日の 2 日間、ニュータウンのふるさとまつ

りで、私どもの会社でチャリティーバザーを行いまして、150 名から 200 名の社員が来て、

自分たちが集めた装飾品や服を売ったのですが、私は売り子ではなく、この 180 人分のご

飯を作りました。これを７、８年続けているのですが、今年も 1 日目はキーマカレー100

人分、2 日目はビーフカレー80 人分を作りまして、すでに 20 日くらいたっておりますが

食あたりが 1 人もなしということで、来年もお願いすると言われ、個人的には非常に嬉し

くて皆さんの前でニコニコさせていただきます。ありがとうございます。 

 

小池 正昭 会員： 珍しい顔の小池正昭でございます。今日はこち

らに来た時に橘会員から「たまにはニコニコしろ」と言われましてニ

コニコいたします。私、社会福祉法人三成会の理事長をしております

が、7 月に新しい保育園を開園させていただきました。実は、成田市

の待機児童がこの園の開園でゼロになったと新聞記事にも出たので

すが、多少貢献ができているのかなと思います。ただ、現場を知るものとして実態はそう

ではなくて、市としてはしっかりやっていますというアピールなのですが、いろいろな数

え方があり、まだ待機の方はいらっしゃいます。今日もニュースで出ていましたが、全国

の待機児童がまた更に増えたというようにありました。これも数え方で毎年変動がありま

して、実態をどこで見るかということによってこの数字が変わるので、ニュースで１つ見

てしまうと「ああ、そうなのか」と思ってしまいます。我々現場では一生懸命にやってい

るのですが、世間一般に言われている人材不足で、保育士さんあるいは幼稚園の先生方、

非常に人材が少なく、箱ができても実は中身が伴わないといった現状があります。今後そ

ういったことのないように、私どももしっかり運営をさせていただきたいと思っています。

ということで、7 月に新しく開園した園がございましたので、ニコニコさせていただきま

す。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

眞々田 美智子 会員： 私、倫理法人会で 2 年間会長をさせていた

だいておりましたが、昨日で任期を終え、ホッとしましてニコニコさ

せていただきます。夫が亡くなってからお節介する人がいなくなりま

したので、4 年前から倫理法人会へ通っておりますが、2 年間、毎週

月曜日は朝 3 時半に起きてまして、1 回も欠かさず務められたことは

良かったと思います。早起きをすることで直感力が冴え良いことが沢山あったのですが、
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それ以外にも、中学 3 年生の孫が陸上をやっておりまして、千葉県大会 400m で 2 位にな

りまして、郡大会で 7 位、全国大会にも行くことが出来ました。お蔭で成田高校さんから

推薦をいただき、私としてはぜひ行ってほしいなと思っております。 

 

◇ 会長挨拶    成田 温 会長 

今日は９月１日。防災の日ですね。例年ですと当社もガスの

関係で色々と行事がありました。今年からはありませんので

何か寂しい様な気楽なような気持ちです。 

成田コスモポリタンロータリクラブの加瀬邦雄様、ようこそ

お出でくださいました。どうぞごゆっくりお過ごしください。 

先日、ヤシマとしてのご挨拶をお出ししましたところ、色々

質問のお電話をいただきました。今日はこの場をお借りいた

しまして、もう少し詳しく報告をさせていただきます。 

当社（株）ヤシマは、今年で創業５０年になりますが、今日９月１日をもちまして本来業

務であるガス関係を廃業いたします。これは業界関連会社の５社が自主的に相談して統合

を決意し、事業基盤を強化して今後のガス、電気のエネルギー業界及びお客様への対応を

強化していこうとするものでございます。決して上からの圧力でしたものではありません。 

統合ですので移行を希望する社員は全員、処遇は現状どおりで移行いたしました。企業と

しては社員の将来が一番の心配事ですが、軟着陸できたので安心しております。尚、株式

会社ヤシマは私を含め２－３人で１１月までは残務整理等で残ります。その後は現在未定

です。会社を作るのは簡単ですが、廃業に向けて終息させていくのは大変な事だとは思っ

ておりましたが、想像以上の苦労でした。皆様の会社には、この様な事がないように祈っ

ています。 

その他の報告になりますが、大木会員が８月１日の夜に心筋梗塞を起して現在、徳洲会病

院に入院中です。先日、お見舞いに行ってきましたが現在はお元気な様子でした。皆様に

宜しくお伝えくださいとの事でした。以上で会長挨拶を終わります。 

 

◇ 表彰     

大口寄付認証式   

メジャードナー（累積寄付の合計が 10,000 ドルに達した方） 

石橋 菊太郎 会員、昭子夫人 

 

◇ 委員会報告 

・公共イメージ  甲田 直弘 リーダー 

今月も「ロータリーの友」の紹介をしたいと思います。ページは縦書

き 22 ページ。ロータリーアットワークということで、小松東ロータ

リークラブのことが書かれております。内容は、約 10 年前からラオ

スへの支援をしており、幼稚園を建てるということで継続して支援を

しているということです。私がなぜこちらを紹介しようと思ったかというと、最後の文に、

10 年前に幼稚園を卒園した高校生たちが幼稚園を建ててくれた日本へ行ってみたいと言

っていたということで、早速クラブで検討し、高校生を小松市に招待したとあり、心がほ
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っこりしましたので記事を紹介させていただきました。ありがとうございました。 

 

・青少年奉仕     矢野 理恵 リーダー 

今日は２つご報告がございます。１つは先週土曜日に行われました

剣道大会と、もう１つはインターアクトの年次総会の 2 点です。ま

ず１点目、剣道大会です。先週、大パニック状態の私がここにおり

ましたが、無事に 19 名のロータリアンの皆さまのご出席をいただ

きまして、盛大に終わることができました。なんといっても今回は

参加率だけではなく、観戦率も高くて、学校の運営委員の先生方から私の方へお礼のお電

話をたくさんいただきました。また、今回通常の倍以上の数のメダルを用意させていただ

いて、多くの子供たちにメダルを渡すことができましたので、生徒の皆さんからも大変喜

ばれました。大会のあと、ロータリアンの皆さまの知恵を頂いて、記者クラブの方へ今回

の案件を通しましたところ、記者クラブでも取材をしたいということで、来年以降は事前

に連絡をいただければ記者クラブの方も当日行きますと、大変嬉しいお言葉をいただきま

した。学校の先生方へもその言葉をフィードバッグしましたところ、先生も親御さんもぜ

ひ子供たちの勇姿を載せてくれたら嬉しいですというお言葉をいただきまして、今後ぜひ

ロータリーの皆様、中学校のほうへもお越しいただければと温かいお言葉も頂戴できまし

た。本当に歴代始まって以来の人数の多さだったと、中学校の先生もおっしゃっていまし

て、こんなに応援が多いだけでとても喜ばれるんだなと感じました。そこで 3 年後、オリ

ンピック年度を迎えまして、ガバナー年度、そして 60 周年の記念年度に入ってくるかと思

いますが、青少年奉仕委員のほうでも、3 か年計画で何か子供たちに大きなイベントがで

きないかということを今後企画していきたいと思います。こういうことをやろうと委員会

で練ってまいりますが、皆さまのお知恵をいただければと思います。剣道大会の報告は以

上です。続きまして、インターアクトの報告に移りたいと思います。こちらは、青少年奉

仕委員のメンバーが全員剣道大会に出席した関係で、橘会員と小寺会員に出席いただきま

した。なので、経過報告は小寺会員の方からお願いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

＜小寺 真澄 会員＞ 

来る 8 月 26 日、市原市勤労会館（You ホール）というところでインタ

ーアクト年次大会が開催されました。大会のテーマは「７０億の幸せを

求めて」ということで、地球上で共に生活をする７０億人の人々が幸せ

を求めることは不可能なことなのでしょうかということが大会テーマ

でした。講演会では、『国際社会で世界を変える』と言うテーマで講師

は認定ＮＰＯ法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン代表の中島早苗さんでした。その後、

ポスターセッション、ワークショップでは、テーマを『子どもの権利について』・『偏見

について』・『教育について』・『難民問題について』の４つ設け、テーマごとに疑似体

験を通じて学習する形式でした。最後に橘会員主催により早川先生他４名の生徒、矢野青

少年奉仕リーダーと小寺とで懇親を深めた際、成田高等学校ＩＡＣの活動方針や内容など

をもっと理解する必要がある（我々に遠慮がある）と思いました。 
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＜矢野会員＞ありがとうございました。２つの行事が同日に重なってしまったということ

で、いろいろな協力を得られて無事成果を上げられたのはすごく良かったと思います。こ

れをもちまして、奉仕委員会の委員会を今月中に開きたいと思いますので、担当の方には

メールにてお伝えしますのでぜひご出席いただければと思います。以上です。 

 

・プログラム      久米 剛 リーダー 

今月 5 回例会がありますが、最終例会 9 月 29 日は委員会による卓話

で、社会奉仕委員会の皆さんにお願いしております。委員会を開いて

卓話内容についての検討もよろしくお願いいたします。また、今年か

ら新会員の方に司会をお願いしておりますが、まだ不慣れな点がある

かと思いますので、今月までは個々にお願いしましたが、来月から司会を担当される方に

は、前月のうちに事前に一度、司会進行の例を勉強する場を持ちます。個別にプログラム

委員会から連絡させていただきますので、一度きちんと学習をして、それから本編に臨ん

でいただくようにしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

・会員増強・退会防止委員会    諸岡 正徳 委員長 

8 月 26 日に 2790 地区の会員増強セミナーに行ってまいりました。成

田ロータリークラブがどんなに恵まれたクラブなのかということを

痛感してまいりました。というのは、同じグループの中で、皆さんだ

いたい会員数が20名とか10名とかで非常に悩んでいらっしゃいます。

8 月 18 日に会員増強の委員会をやった時に、数はどれくらいがいい

のかという話も出たのですが、そのセミナーに参加して感じたことは、自分で自分の首を

絞めるようですけれど、やはり数は力なので、これはもっと増やすことをやらなければい

けないのかなと痛感してまいりました。ということで皆様、ぜひご協力をよろしくお願い

したいと思います。 

 

・クラブ管理運営委員会    角田 幸弘 委員長 

先週に引き続き旅行のお話です。先週 1 日目のお話をしましたが、2

日目は氷見雨晴海岸の観光です。浜から流れる岩礁の彼方に、富山湾

越しにそびえる 3,000m の山々（立山連峰）が息をのむ美しさという

ことなんです。万葉の歌人である大伴家持が雨晴の風景を絶賛して多

くの歌を詠んだということで、皆さんもこの景色を見られるだけで旅

行に行った価値があります。そして夜は加賀屋さんです。ぜひ旅行参加へのご検討、よろ

しくお願いいたします。 

 

・顧問の会       橘 昌孝 リーダー 

来週の例会の終了後、委員会を開催いたしますので、よろしくお願いいたします。 
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2017-18  第１回 出席奨励委員会 
資料① 

（新会員へのオリエンテーション及び成田ロータリークラブＷＥＢサイトより抜粋） 

例会と出席        
1.例会出席の大切さ 

 ロータリーでは毎週 1 回決まった曜日と時刻に例会を開きますが、例会の所要時間は日

本では、概ね 1時間です。        

 ロータリーではこの例会への出席を最も重要視し、その規制も非常に厳格です。従って

入会前にこのことを十分ご承知の上で入会されたことと思いますが、それでも最初のうち

はこの厳しさに戸惑って、いつまで続くことかと不安に思われる方もあるかと思います。

しかし、入会して暫くの間は我慢して時間のやりくりをしてみてください。 

その内には必ず習慣となり、無理なく出席できるようになります。 

ロータリーへお入りいただく方は周辺地域内で 1 つの職業の代表者の一人であり、皆さん

お忙しい方ばかりですが週に 1 回食事を共にし、他業種代表の方と懇談し、新しい情報の

交換をし、心身をリラックスする。僅か１時間の余裕づくりが習慣となるまで暫くの辛抱

です。            

2.例会出席という義務  

 前述の通り、ロータリアンには、例会に出席するという義務があります。出席の要件に

ついては、詳しく標準ロータリー・クラブ定款に規定されていますが、ホームクラブに出

席できないときには、他クラブの例会や、ロータリーのその他の会合（地区大会やインタ

ーシティーミーティングなど）に出席する「メークアップ（Make-up) という方法で、通常

の例会欠席を補うことができます。この制度を活用することによって、出席はかなり楽に

なるはずです。 

           

欠席の補填        

 本クラブの例会の欠席の場合、その例会の前 14 日、または後 14 日以内に、他のどこか

のロータリー・クラブの例会、またはクラブ理事会によって承認されたクラブの奉仕プロ

ジェクトに出席することで、その欠席を補填するこができます。詳しくはクラブ定款第 8

条（出席）を参照してください。 

        

資料② 

（今さら人に聞けない わかりやすいロータリーより抜粋） 

例会出席の意義 
ロータリーの例会は人生の道場 

ロータリー・ライフにおける親睦の第一歩は、先ず、毎週必ず例会に出席することから始

まります。入会前のインフォメーションで ①ホームクラブに半期 30％以上出席 ②メー

クアップを含めて半期 50％以上出席 ③連続 4回欠席してはならないという出席規定を聞

いたとしても、その条件はひとまずご破算にもどして、①ホームクラブに毎週必ず出席す

る ②どうしてもホームクラブに出席できないときは、必ずメークアップをすると再入力

し直す必要があります。 

この規約は、会員身分を保証するための最低条件に過ぎず、ロータリー運動が望んでいる

会員像は、毎例会、欠かさずホームクラブに出席してくるロータリアンの姿だからです。

例会の目的は、職業上の発想の交換を通じて、分かち合いの精神による事業の永続性を学

び、友情を深め、自己改善を図ることにあり、その結果として奉仕の心が育まれてくるの

です。自己改善は終生続けられなければなりませんからロータリアンには定年はないし、

ロータリー運動には終結もありません。これが例会出席がロータリー・ライフの前提とな
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る所以なのです。米山梅吉は「ロータリーの例会は人生の道場」と語っています。  

お互いが切磋琢磨して自己研鑽に励む貴重な修練の場でなければなりませんから、例会運

営に当たる者は、事業に従事すべき貴重な時間を割いて例会に参加する会員に、それに値

するメリットを与える義務があります。限られた時間の中で、如何に有益な情報を効果的

に提供するか真剣に考えて、実行しなければなりません。会長の時間、議事、各種の報告、

卓話。そのひとつひとつがロータリー運動の質を高め、参加者の 

心に深い感銘を与える内容であってこそ、初めて例会出席の意義が満たされるのです。

  

60％ルール        

 ロータリーは 60％ルールを採用してますから、例会時間を 60 分とすればその 60％ 即

ち 36 分間例会に参加すれば、出席したものとみなされます。更に 2001 年の改正で、60％

参加しなくても、適切な理由があれば、理事会が出席と認めることが可能になりました。 

メークアップをするときは、必ず最後まで例会に参加して、知己を広め友情を深めると同

時に、他クラブの例会運営や卓話を通じて、新しい知識を吸収することを心掛けたいもの

です。        

 

資料③ 

2016-17 出席率（補正なし）  例会数 ４７回  65.55％   
皆出席  １９名 
        
通常例会以外の状況        

祭り 48.28％ 月見 46.67％ かしの木 53.97％ 地区大会 65.08％   

ガバナー訪問 69.84％ 親睦旅行（沖縄） 58.48％ 情報研修会 43.48％  

忘年例会（ＡＮＡ）84.06％ 新年例会（Ｕシティー）70.59％ メディア協議会 68.12％ 

新酒 57.97％ ＩＭ 38.57％ 月桂樹 68.12％ 迎賓館 28.99％  

親睦会（Ｕ-シティホテル）67.61％ 最終例会（ＡＮＡ）76.81％  

 

運営予算 100,000円 決算額 21,0000円 差異▲79,000円    

    

2017-18 出席奨励の方向性と課題       

①委員長の方針にもある３年未満の会員の皆様に重点を置くとあり、出席奨励としては、

２０１6年以降に入会した１９名プラス今期入会３名を対象に、この資料①②を一読して、

再度出席奨励の認識を高めて頂き、その上で各担当顧問の方は、今以上にコミュニケーシ

ョンをとって頂ければと考えます。       

        
顧問(任期１年） 顧問制度の見直しを後日の顧問委員会で確認    
小川  賢  香取 竜也（28.5）      
矢島 紀昭  小岩井 学（28.5）      
渡邉 孝  伊藤 英徳（28.5）  石橋 正二郎（28.10） 藤崎 礼子（28.12） 
諸岡 靖彦  久米 剛（28.5）  谷 直知（28.10）  諸岡 市郎左衛門（28.11） 
遠藤 英一   宮崎 修一（28.7）  ローソン かおり（28.9）   
小宮山 四郎  矢野 理恵（28.8）  永井 秀和（29.1）    
近藤 博貴  笠原 智（28.8）  芦谷 源一（28.8）    
平野 省二  伊藤 隆治（28.8）      
喜久川 登  高根 完（28.9）      
設楽 正行  土井 豊彦（28.10）      
佐瀬 和年  眞々田 美智子（28.11） 田渕 公敏（29.5）  
   新入会員 ３名おって      
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◇ 幹事報告  長原 正夫 幹事 

≪回覧≫ 

・財団室ＮＥＷＳ 2017年 9月号 

・青少年交換留学生募集 

・松戸西ロータリークラブ メールアドレス変更のお知らせ 

・千葉北ロータリークラブ 創立 20周年記念事業のご案内 

・福祉なりた No.123 

・基本的教育と識字率向上月間 リソースのご案内 

・2017年 8月 26日 国際ロータリー第 2790 2017-2018年度 クラブ委員長セミナー 

 「日本との絆」 ブサコーン・ホンヨック・タンサガーサクツィ 

≪連絡≫ 

・インターアクト年次大会のご案内 

・例会終了後、役員、理事会が行われます。 

・成田社会福祉協議会より特別会員証 

・9月のレート １０９円 

 

◇ 卓話   

 ～～ 自己紹介 ～～ 
芦谷 源一 会員（京葉銀行 成田支店支店長） 

こんにちは、京葉銀行の芦谷です。本日は卓話ということで機会

をいただきましてありがとうございます。昨年の８月に成田ロー

タリークラブに入会させていただきまして、１年と２か月が経過

しました。ただ、卓話のご指名がなく、私よりも後に入会された

方が既にやっておられたので、このまま時が過ぎてくれたらいい

かなと正直思っておりましたが、今回ご指名をいただいたので、

聞きづらい点もあるかと思いますがご容赦いただき、少しの時間おつきあいをいただけた

らと思います。 

本日は、自己紹介と京葉銀行についてお話をさせていただきます。 

改めまして、京葉銀行成田支店の芦谷源一と申します。この芦谷という苗字はなかなか珍

しくて、千葉県内では親戚以外はいらっしゃらないと思います。兵庫県に芦屋という高級

住宅地があってご存知の方もいらっしゃると思いますが、そことは縁もゆかりもなく、実

は芦谷の「や」の字は、私は「谷」ですが、兵庫県の芦屋の「や」は屋号の「屋」であり

ます。名前の由来は鳥取県の山奥で、以前家族とその地を訪れましたら、芦谷という名前

の家がまとまってありましたので、間違いないと思います。先祖は林業を営んでいたよう

です。 

生まれは船橋市の海神で、現在も海神に住んでおります。海神という場所は、海神山とい

う小高い丘と松林がありまして、昔は東京の別荘地のようなところであったようです。大

半は船橋に住んでおりましたが、父親が証券会社に勤務していた関係で一時山口県下関市

に住んでいたこともあります。 

幼稚園から小学校２年生まで山口県に住んでいましたが、そこでこれまでの人生で最大の

危機に直面することとなりました。交通事故に遭ってしまったのです。しかも、相手は大
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型バスでした。下関駅近くの信号の無い横断歩道を渡っていたのですが、気が付いたら道

路に倒れていました。バスの運転手の方が私に向かって走ってくるのが見えて、私を抱え

てバスに乗せ病院に連れて行ってくれました。バスに乗っている間は、とにかく息をする

のが苦しかったことを覚えています。病院では担架に乗せられ、着ていた洋服をハサミで

切られていったことまでは覚えていますが、その後のことは全く覚えていません。これは

後で両親から聞いたことですが、お医者さんからは今日の夜が山場ですと言われていたそ

うですから、その夜は生死をさまよっていたのだと思います。おそらくお医者さんや看護

師さんの懸命の治療によりまして、幸運にも命は助かったという次第だと思います。その

後２か月程入院しまして、通院でリハビリを３か月行ってほぼ後遺症もなく、なんとかこ

の危機を乗り越えることができました。家族にも大変な苦労を掛けたことと思います。改

めてこの事故のことを思い返してみて、病院職員の方や両親に感謝しなくてはいけないと

痛感しています。と同時に、いまだに年間約４千人もの方が交通事故でなくなっておられ

ることを考えると、ちょっと複雑な気持ちになります。早くより高度な安全装置が開発さ

れ、１件でも悲惨な交通事故が少なくなればいいなと思います。 

少し重い話になりましたが、小学２年生の時に再び船橋に戻ってまいりました。小学校時

代は、少年野球チームに加入し放課後や休日には野球に熱中していました。 

その後、地元中学校、高校を経まして東京の私立大学に入学しました。 

大学では、右へ倣えで大して勉強もしませんでした。アルバイトをしたり自転車のクラブ

に入って、全国をツーリングで走ったりしていました。このクラブでは、春や夏に長期の

合宿があるのですが、そこで北海道から九州まで自転車で回ることができました。夏はテ

ントを積んでのツーリングですから、通常ではできないような様々な経験をしました。合

宿先の無人駅や小学校の校庭でキャンプしたり、雨が降ってキャンプが難しい時は町のお

寺さんに泊めてもらったりと言った具合です。札幌駅の庇の下に寝袋一つで泊まり、朝起

きた時には周り中スーツを着たサラリーマンでごった返していたということもありました。 

また、地元の方から差し入れをいただくこともあり、当時の学生には高級酒であった、サ

ントリーのオールドを１本いただいたこともありました。学生ならではの貴重な経験がで

きたと思います。こんな大学生活を送っていましたが、無事大学を４年間で卒業すること

ができました。 

就職は昭和６１年です。ちょうどバブル景気の初期の頃で、就職環境は悪くはなかったと

思います。電機メーカーと金融機関を受けまして、志は高いとは言えませんが、地方に転

勤することのない、当時の千葉相互銀行に入行しました。父親が証券会社に勤めており、

母親や祖父が銀行勤務でしたので、銀行に入ることに違和感はありませんでした。 

因みにこの年の新入社員は、新人類と呼ばれていました。新しい価値観をもつ世代という

ことだそうで、要は理解し難い世代ということでしょうか。 

最初の配属は、西千葉支店でしたが、銀行に入りますと当たり前ではありますが、生活が

一変しました。労働時間は、セブンイレブンとまではいきませんが、それに近いものがあ

りました。当時は週休２日がまだ実施されておらず、土曜日も月１回の休業日以外は、午

後６時頃まで働いていました。土曜日の夕方には、営業用の車両を掃除することが新人で

あった私の役割でした。ですから、日曜日にはくたくたでよく寝て過ごしていました。土

日祝日は休みで、７時過ぎには帰るという現在と比べると、信じられないような状況でし

た。 

西千葉支店には４年間在籍しましたが、前半２年間内勤で事務を行い、後半２年間は営業

係を経験しました。初めて担当させてもらったお客様はやはり印象深く、今でも良く覚え
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ています。営業面では、私はまだ新人でよく分かりませんでしたが、１億円で仕入れた土

地が翌年には２億円で売れたり、ゴルフ会員権があっという間に２倍になったりと正にバ

ブル真っ盛りの時代でした。 

その後、柏、稲毛の２店舗を経て本部勤務となりました。支店部という部署で、簡単に言

いますと銀行の営業推進の取りまとめ部署です。銀行全体や各支店の営業計画を策定した

り、支店の推進状況の管理等をしていました。ですから、各支店からはちょっと煙たい存

在の嫌われ役でした。 

この本部に在籍中に、バブルが崩壊し山一證券や北海道拓殖銀行の破たんといった金融危

機が発生し、テレビでは銀行の窓口にお客様が開店前から並び、預金を引き出していくと

いう刺激的なニュースも目にしました。これはもう時効でしょうからオープンにしてもい

いと思いますが、地方銀行の株も投機家から狙われまして、当行も一時株が売り込まれ、

株価が４００円台から１７０円台まで一気に下落したこともありました。その時は、銀行

の資金繰りの関係から、お客様へご融資している資金を一部返済していただくという今で

は考えられないような事態となりました。融資を伸ばせから減らせですから驚きです。こ

んな経験は、２度としたくありません。本部にいていろいろと苦労しましたが、銀行全体

を見る経験をすることができたことは、良かったのかなと思います。 

６年間本部勤務した後、津田沼支店、船橋支店と経験し、原木中山支店で初めて支店長と

して赴任しました。 

自分が銀行に入行したころの支店長は、朝出勤すると女子行員が入れてくれたお茶を飲み

ながら新聞を読み、帰るのも早いですしとにかく余裕があるイメージでした。ただ、今は

時代も変わっていまして、とにかく支店長が率先して動かないと何でも前に出ない状況で

す。また、厳しくし過ぎればパワハラですし、下ネタを話せばセクハラですから気も使い

ます。また、支店全体で宴会をすると、以前は、支店長は自分の席に座っていて、部下が

次々とお酒を注ぎに行くという状況でしたが、今は、部下が席に座っていて、支店長が部

下に注ぎ回るということで、完全に逆転しています。本当に今の支店長は楽ではないなと

痛感しました。 

その後は、成田西支店等支店４ヶ店と再度以前いた本部部署を経験し昨年の７月に成田支

店に赴任しました。 

成田支店は、京葉銀行の創業時よりある歴史のある支店で、銀行の中では成田、本店、船

橋、浦安、柏と５店舗ある基幹店舗の一つでして、大変重視している店舗です。成田・東

総エリア１２店舗の母店にもなっています。成田市内には、２店舗とローンプラザ、成田

空港出張所があり職員も１００名以上いますので、成田市経済にも多少の貢献はできてい

るのかなと思います。また、今は、金融を通じて成田市経済に少しでも貢献できればと思

って仕事をしています。特に、お客様の経営上の様々な課題の解決にお役に立てることや

魅力ある技術やビジネスモデルをもっている企業や創業初期の企業、そして何よりも一生

懸命に真面目に経営をしているお客様への積極的な支援を意識して仕事をしたいと考えて

います。 

自己紹介の最後ですが、私の家族と趣味についてお話させていただきます。家族は、私を

含めて４人で、夫婦と子供２人の標準モデルの家庭です。妻は、専業主婦で趣味のフラメ

ンコとアイドルグループの嵐に熱中しています。上の子は学生で、来年からの就職の内定

が出てほっとしているところです。下の子は、現在浪人中です。 

次に私の趣味ですが、テニスです。始めたのが３６歳のときですからなかなか上達しませ

んが、もう１７年も続いています。現在は、銀行のテニス部での練習や地元の仲間やスク
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ールでプレーをしています。テニス部では実業団の試合や千葉市民大会等に出させてもら

い、仕事とはまた違った緊張感も味わっています。これからも、年を取って体が動けなく

なるまで継続できればと思っています。 

次に、京葉銀行のご紹介をさせていただこうと思っていたのですがお時間が無くなってし

まいましたので、また別の機会にお話させていただきたいと思います。 

本日は、貴重なお時間をいただき、私の話にお付き合いいただきありがとうございました。 

これで私の卓話を終了させていただきます。 

 

◇ 点  鐘   成田 温 会長 

 
第 3 回役員・理事会 

 

１．9、10 月の例会及び事業、行事計画 

9 月の予定  

1 日 (金) 月初例会 第 3 回役員・理事会  

8 日 (金) 通常例会  

 15 日 (金) 納涼例会 場所：ANA クラウンプラザホテル 18:30 点鐘 

 22 日 (金) 夜間例会 成田ビューホテル 18:30 点鐘 

29 日 (金) 通常例会  

10 月の予定  

1 日～3 日 (日)～(火) 親睦旅行 金沢・和倉温泉 2 泊 3 日 

6 日 (金) 振替休会 親睦旅行振替（定款第 8 条第 1 節） 

13 日 (金) 月初例会 第４回役員・理事会 

20 日 (金) 通常例会  

27 日 (金) 通常例会 米山委員会卓話 

＊10 月 23 日（月）地区ゴルフ大会 於：藤ヶ谷カントリークラブ（千葉県柏市泉 2348） 

登録料 10,000 円 クラブ負担、プレー代 20,000 円 各自清算 

10 月 19 日（木）第９分区ゴルフコンペ 於：千葉バーティーゴルフクラブ 

エントリー費一人 3,000 円、クラブ負担金 30,000 円 クラブ負担                     承認 

２．出席免除者承認の件          

 ・日暮 俊久会員（第 12 条第 3 節）                                  承認 

３．旅行倶楽部設立（案）に関する件                                   承認 

 倶楽部会長 飯田会員、副会長 喜久川会員 

４．新入会員推薦の件 

 ・(株)丸作自動車 代表取締役 林 作雄様 ・(株)give&give 代表取締役 成島 陽子様          承認 

５．(株)千葉日報社 60 周年記念式典 

 ・１１月６日（月） ホテルニューオータニ幕張  深堀会員出席 ご祝儀１万円              承認 

６．その他 

 ・大木健弥会員 成田ロータリークラブより見舞金１万円                         承認 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

松田 泰長会員 8 月 25日 成田市国際交流協会理事会 

諸岡 靖彦、堀口 路加、成田 温、長原 正夫、石川 憲弘 
吉田 稔、神﨑 誠 各会員 

8 月 25日 ガバナー準備室定例会 

諸岡 正徳会員 8 月 26日 2017-18年度会員増強・退会防止ｾﾐﾅｰ 

松田 泰長会員 8 月 30日 習志野ロータリークラブ 

諸岡 靖彦会員、石川 憲弘会員、小宮山 四郎会員 
永井 秀和会員、堀口 路加会員 

8 月 30日 
成田ﾊｲﾂﾘｰｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 地区記念ゴルフ大
会会場 下見・打ち合わせ 

成田 温、長原 正夫、深堀 伸之、小寺 真澄、佐瀬 和年 
諸岡 正徳、角田 幸弘、堀口 路加、遠藤 英一 各会員 

9 月 1日 第 3回役員・理事会 

小宮山 四郎 会員 9 月 4日 成田環境ネットワーク 

松田 泰長、神﨑 誠、堀口 路加、齊藤 三智夫 各会員 9 月 6日 
RLI推進委員会 
第 1回 FT ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ研修会 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

７２ ６９ ４９ ２０ ７１．０１％ ７８．５７％ 

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 

 


