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◆ 会長挨拶
安濃和正会長
皆さんこんにちは。
17日(日)にリンさん
と大宮へオリエンテ
ーションに行ってき
ました。留学生による
日本の良い所･悪い所
という3分間スピーチ
でチョット変わったスピーチをご紹介します。イタ
リアの子がイタリア料理ではないものをイタリアン
と言っているのが凄く嫌で不味いと言っております。
アメリカの女の子は日本人の夫婦は愛していると言
わないのが不思議だと言っていました。皆様は言っ
ていますか？あとハグが大好きで日本人はハグをし
ないのでストレスが溜まっているそうです。また殆
どの学生が日本の家は寒いと言い、全員が原宿と渋
谷は素晴らしい所で何回行っても飽きないと言って
いました。色々な話が聞けて楽しかったのですが、
丁度2時過ぎにずいぶん消防車のサイレンがうるさ
いなと思いながら会場を出たら廻りが白い煙と焦げ
臭さで本当にビックリしました。ニュースになった
ソープランドの火事で2~3分煙にまかれただけです
がコートに付いた臭いが全然取れずに困りました。
話は変わりますが、今日は「点鐘」についてお話
したいと思います。何故ロータリーの会合は点鐘で
始まり~点鐘で終わるのか。これは例会だけではあり
ません。年次大会･地区協議会･ＩＭ等、ロータリー
の会合は全て同じです。では何故「点鐘」かについ
ては誰も疑念をいだかないようですが、どうも「点
鐘」は日本独特のもののようで、外国では「点鐘」
の代わりに「お静かにお願いします」の発言があっ
て例会が始まり、また発言の続きお祈りの後に例会
が始まるというケースが多いようです。また食事が
済んで幹事報告やスピーチが始まる前に木槌を叩く
事もあるようです。何れにせよ開会･閉会を鐘で告げ
るのは日本だけの事です。この「点鐘」は何時･何処
でという事が全く分かりません。一説によると1920
年頃に東京RCが使ったのが始まりで後は右に習え
となったのではないかと言われています。大体の日

本人は小学校以来、鐘で行動する事に慣らされてい
るのでロータリーの「点鐘」はケジメを付ける意味
で日本人の習性にピッタリなのかも知れません。ま
た大航海時代の船上で時間を知らせるのも鐘だった
そうです。今でも大型客船の12時にセレモニーで鐘
を鳴らすそうです。島国である日本はそのせいで鐘
が執着しているのかも知れません。その他、中里住
職の所もそうですが「時の鐘」も日本に馴染んでお
ります。本日は会員卓話、鈴木正広会員宜しくお願
い致します。
◆ 幹事報告
吉澤行雄幹事
1、21日(木)に会長･幹
事会が袋山「井上」に
て午後6時より開催さ
れます。
2、第 8 グループ各ク
ラブが後援する第 10
回新春 Jazz チャリテ
ィコンサートが 1 月 8 日(月)にコミセンにて開催さ
れます。お時間のある方は例会場入口のポスターを
ご覧の上ぜひご鑑賞下さい。
3、来週 26 日は 22 日に開催されるクリスマス例会
の振替になっております。お間違えの無いようお願
いします。
◆ 次年度幹事報告
若海宗承副幹事
1、本日、平田年度第 1 回理事会を 18 時 30 分より
若松にて開催致します。ご出席の皆様遅刻のないよ
うに宜しくお願い致します。
◆ 委員会報告
◎ 親睦活動委員会
永島信之副委員長
金曜日にクリ スマ
ス夜間例会が開催さ
れます。点鐘 18 時と
なっておりますので
お間違いのないよう
にお願い致します。現
在、参加者は 140 名を
超えております。会場は多少狭く感じるかもしれま
せんがご容赦下さい。親睦活動委員会の方々は 16 時
30 分に現地集合して下さい。1 月 9 日は福寿家にて
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18 時点鐘にて新年夜間例会と新入会員歓迎会を開催
します。まだ参加を受付けておりますがバスの関係
で少し早めの参加表明をお願い致します。
◎ 青少年奉仕委員会
坂巻邦夫副委員長
文教大学 RAC 新年
夜間例会のご案内で
す。1 月 6 日(土)18 時
より宮前自治会館に
て開催します。アクト
メンバーが 1 人 1 品料
理を作って持ってく
るので皆様は飲み物の心配をしていただければ結構
です。またスマイルをお願いしたいので大勢の参加
をお願い致します。青少年奉仕委員会は 100％の参
加を目指しておりますが、関係の方々にもご案内し
ますので宜しくお願い致します。
◆ 永年表彰者挨拶
坂巻幸次パストガバナー
今思いますと、当クラブの 10 周年の式典には出ら
れませんでしたが、式典が終わった後で入会致しま
した。数えると在籍 46 年になります。早いものでそ
の間例会に出席して皆さまのお話を聞いて、という
ことでした。色々な思い出が走馬灯のごとく脳裏に
翻っております。こういう機会ですので縷々述べる
と時間の徒労になりますので、皆さまに感謝申し上
げてご挨拶とさせて頂きます。ありがとうございま
した。
◆ 永年表彰者挨拶
小林秀男パスト会長
本日をもって若さで色々と発言したいと思います。
執行部の皆様、覚悟して頂きたいと思います。なか
なか声が出ませんが小さな声でやって参りたいと思
います。46 年在籍しておりますが、忘れられないよ
うに頑張っていきたいと思いますので宜しくお願い
致します。
◆ 挨拶 2018~19 年度青少年交換留学生 高松尚輝君
越谷 RC の皆様、初
めまして高松尚輝と
申します。越谷南高
校･外国語科に通って
います。この度は私の
受入れをして下さり
本当にありがとうご
ざいました。海外に出て外国の人や文化に直に触れ
てみたいという夢を小学生の頃から持っていました。
今回派遣候補生に選ばれて夢に近づく事ができ嬉し
いばかりではなく身が引き締まる気持ちです。これ
から更に色々と勉強をして、しっかり準備をしてい
きたいと思います。越谷 RC の皆様、慣れない事で
色々とご相談させて頂く事になるかと思いますがど
うぞご指導下さい。今後とも宜しくお願い致します。

◆卓話「埼玉りそな銀行の取組み」 鈴木正広会員
皆さんこんにちは。
埼玉りそな銀行の鈴木
でございます。本日は
『埼玉りそな銀行の取
り組み』について話を
させて頂きます。
本日はりそなグルー
プの取り組みとして日
頃力をいれている事や経営戦略などをご紹介させて
頂きたいと思います。まず、りそなグループのキャラ
クター『りそにゃ』です。4 年前からりそなグループ
公式キャラクターとしてさまざまな広告活動に登場
しています。2017 年のゆるキャラグランプリでは企
業部門で第一位になる事ができました。今後とも宜し
くお願い致します。また『埼玉国際マラソン』が先月
実施されましたが、りそなグループは公式スポンサー
として応援しており、社員はのぼりをもって応援する
事で参加する事ができました。
毎年、夏に『りそなキッズマネーアカデミー』を実
施していますが、りそなグループにとっては重要なイ
ベントとなっています。若年層のマネー教育を行う講
座として全国のりそなグループの支店 200 ヵ所以上
で開催しており募集をするとすぐに締め切りになる
ほど人気のあるセミナーとなっています。越谷市内で
も南越谷支店･せんげん台支店などで今年は開催しま
した。高齢者に対する『振り込め詐欺防止』にも積極
的に全社を挙げて取り組みを行っています。先日プレ
スリリースを行いましたが、2018 年 1 月から 70 歳以
上の高齢者でキャッシュカードでの振込制限を実施
します。埼玉県内でも依然として振り込め詐欺の被害
は多く発生しており十分な注意が必要です。地元の警
察と連携をしながら今後とも『振り込め詐欺被害防
止』に取り組んで参ります。
続きまして、りそなグループの全体像についてご紹
介させて頂きます。連結総資産 48 兆円は三つのメガ
バンクに続く規模であり、信託勘定でも 26 兆円の資
産を運用･管理しております。また既に公表しており
ますが、関西アーバン銀行とみなと銀行の関西地銀の
2 行が当グループに加わる事で合意しており、来年 4
月の経営統合に向け 11 月 14 日、中間持ち株会社であ
る「関西みらいフィナンシャルグループ」を設立致し
ました。マーケットシェアにおきましても埼玉県内の
貸出シェアは 44％を有し、関西地銀 2 行との統合後
では大阪でも 29％、
兵庫でも 32％のシェアを有する、
各地域に強固な取引地盤を持つ金融グループとなり
ます。また首都圏･関西圏の経済集積度の高い経済圏
に 500 を超える有人店舗を配する堅固な事業基盤を
確立し、皆様にネットワークを活かした情報提供を行
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える体制を整えております。更に、先ほどの関西統合
後は 800 店舗を超えるネットワークとなります。海外
提携ネットワークは 14 か国、17 行に拡大しておりま
す。私どもの海外戦略は独自の支店網を構築するので
はなく現地で強い銀行と提携関係を構築し、人材派
遣･ネットワーク機能の利用を行っております。結果
的にアジアを中心とした海外進出ニーズを全面的に
サポートできる体制を整えております。りそなの特長
はメガバンク･地方銀行･信託銀行のそれぞれの強み
を併せ持つ点です。メガバンク同様に広大なネットワ
ーク･お客さま基盤･高度なグループ機能･スケールメ
リットによるコスト競争力があります。また地域密着
による親しみやすさや行政とも連携し、地方創生の中
心的役割を担う点をご評価頂いていますが、この点は
他の地方銀行に勝る強みです。そして、グループのり
そな銀行は専業信託銀行と同様の信託機能や不動産
仲介機能を有しております。信託は高齢化社会におい
て資産･事業承継のお悩みを解決する上で非常に有効
な機能であり、埼玉りそな銀行もりそな銀行の代理店
として、この信託機能を活かし他の地銀にはないサー
ビスをお客様にご活用頂いております。埼玉りそな銀
行では、今までは埼玉県内のお客様を中心に営業を
行って参りましたが、最近では北関東地区への進出
にも力を入れています。太田･高崎にビジネスオフィ
スを開設し法人のお客様のさまざまなニーズにお応
えしています。浦和美園には個人のお客様向けの出
張所を 11 月に営業開始しました。地元越谷でも来年
の 8 月にレイクタウン出張所を開設する予定でござ
います。お客様に最も利用して頂けるよう、土･日に
営業する『セブンデイズプラザ』も全国のりそなグ
ループで展開しています。
越谷市内では南越谷支店 2
階に『セブンデイズプラザみなみこしがや』で土日
でも営業しています。是非ご利用をお待ちしていま
す。以上「りそなグループの取り組み」についてご
紹介をさせて頂きました。ご清聴ありがとうござい
ました。
◆ ビジター･ゲスト紹介
次年度交換留学候補生 高松尚輝君・母:高松晃子様、
交換留学生 リンさん
◆ スマイル報告(敬称略)
＊①大野邦彦会員･坂巻幸次会員･小林秀男会員永年
表彰おめでとうございます。これからもご指導宜し
くお願いします。②地区研修リーダー 井橋吉一会
員･会員増強維持部門委員長 中里静博会員浅水年度
お疲れ様でした。③鈴木正広会員「埼玉りそな銀行
の取組み」の卓話ありがとうございます。④次年度
交換留学候補生 高松君準備等色々頑張って、勉強し
て下さい！/安濃和正会長
＊①表彰を受けられた皆様おめでとうございます。

②鈴木正広支店長、卓話ありがとうございます。③
交換留学候補生 高松尚輝君、来年度頑張って下さい。
/吉澤行雄幹事
＊永年並び長寿表彰を授賞し誠にありがたく感謝致
します。/坂巻幸次
＊地区より永年在籍者として表彰頂きありがとうご
ざいます。来年は在籍 47 年になる予定です。今日か
らは大きな声で発言して参ります。平田会長エレク
ト来年もお忘れなくお願いします。/小林秀男
＊鈴木正広支店長、良い話をありがとうございます。
/井橋武治
＊①鈴木正広支店長、会員卓話ありがとうございま
す。/井橋吉一
＊①高松尚輝君へ新しい道を開く良い機会ですね。
良い事･悪い事もあるでしょうが楽しんで下さい。②
「恋人がサンタクロース」が 1980 年 12 月リリース
とか？何で覚えていないのかと思いましたら、私は
31 歳 4 人目の子を授かり社長である父を亡くした年
でした。事業の引き継ぎと子育てを妻と共に夢中に
なっていた事を思い出しました。/新井 進
＊埼玉りそな銀行 鈴木正広支店長、本日は卓話あり
がとうございます。/江原武男
＊①永年並び長寿表彰の大野邦彦さん･坂巻幸次先
生･小林秀男先生おめでとうございます。今後もご指
導の程宜しくお願い致します。②埼玉りそな銀行越
谷市店長 鈴木さん、ためになるお話ありがとうござ
います。/森 仁三
＊青少年交換留学候補生 高松尚輝君のびのびと海
外生活を送って下さい。/鮫島弘武
＊青少年交換留学候補生 高松尚輝君一年間頑張っ
て下さい。鈴木正広支店長 新しい取組みのご紹介あ
りがとうございます。/吉野寛治
＊鈴木正広支店長、卓話お疲れ様でした。これから
も宜しくお願いします！/豊田高行
＊石河先生･豊田さん先日はムンの会 30 周年にご参
加頂きましてありがとうございました。/丹田益生
＊①大野邦彦先輩･坂巻幸次先輩･小林秀男先輩、永
年並び長寿表彰誠におめでとうございます。益々の
ご健康をお祈り申し上げます。②鈴木正広会員、卓
話ありがとうございます。益々のご活躍･ご発展を期
待しています。③高松尚輝君留学決定おめでとう。
立派なご挨拶でしたね。今後も頑張って下さい。/平
田徳久
＊①高松尚輝君本日はようこそ越谷 RC へ。留学ま
での半年間を大切に過ごして下さい。＊鈴木正広支
店長、卓話ありがとうございます。先日法人会県連
青年部役員会へ池田社長･広川執行役員にお越し頂
き本日の様に埼玉りそな銀行の取組みについてお聞
きした所です。そしてりそなキッズマネーアカデミ
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ーと法人会青年部のコラボ事業が決定しました。/若
海宗承
＊高松尚輝君とお母様本日はお疲れ様でした。これ
からの 2 年間は尚輝君の頑張りで素晴らしい財産に
なると思います。体に十分気を付けて頑張って下さ
い。/増元 晃
＊①今週末 22 日は浅草ビューホテルにて 18 時から
クリスマス例会です。お間違えの無いように宜しく
お願いします。②新年 1 月 9 日は福寿家にて 18 時よ
り新年夜間例会及び新会員歓迎会です。皆様の参加
宜しくお願いします。/永島信之
＊鈴木正広支店長本日は大変貴重なお話をありがと
うございます。/瀧田貴夫
＊所用のため早退させて頂きます。申し訳ございま
せん！/小暮直正
＊鈴木正広支店長貴重な卓話ありがとうございます。
今後共越谷への多大なる融資をお願い申し上げます。
/大野保司
＊坂巻幸次先生･小林秀男先生おめでとうございま
す。これからもロータリーの事･人生の事ご教授宜し
くお願いします。/澤幡智史
＊鈴木正広支店長大変貴重な卓話ありがとうござい
ます。/井橋英蔵
＊大野邦彦先生･坂巻幸次先生･小林秀男先生永年並
びに長寿表彰おめでとうございます。/中村聡久
＊鈴木正広会員卓話ありがとうございます。勉強に
なりました。/川崎健郎
本日 35 件 36,000 円
累計 1,321,000 円

第 8 グループ

インターシティ・ミーティング
開催日：平成 30 年 1 月 25 日（木）
場 所：ベルヴィ・ギャザホール
時 間：第 1 部式典
14 時点鐘
第 2 部 講演会 15 時 10 分～
第 3 部 懇親会 17 時 25 分～

◆ 出席報告
本日出席率 60.4 ％ 会員数 101 名（名誉会員含）
出席者数
52 名
出席免除者数
19 名

2017－'18 年度 永年在籍表彰 46 年

2016－'17 年度 永年在籍表彰 45 年
2017－'18 年度 永年在籍表彰 46 年
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