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◆会長／平田 徳久 ◆副会長／須賀 定吉 ◆幹事／若海 宗承 ◆ｸﾗﾌﾞ広報委員長／横家 豪
◆会長挨拶
平田徳久会長
皆さんこんにちは。
先ずは 10 日・11 日に
行われました 。2770
地区、地区大会に土・
日にも拘らず大勢の
皆様にご参加を頂き
誠にありがとうござ
いました。平田年度における一大イベントでありまし
ただけに無事終了できホッとしております。そして当
日、長寿会員として坂巻パストガバナー、また永年在
籍会員として坂巻パストガバナー･小林秀男パスト会
長が表彰されました。誠におめでとうございました。
心よりお祝いを申し上げますと共に、益々のご長寿と
ご活躍をお祈り申し上げます。
11 月 3 日には越谷市の市制施行 60 周年記念式典が
盛大に執り行われました。越谷 RC もこれまでの善行
が認められ、市長より表彰を受け、私が代表して授与
して参りました。
（賞状の内容を読む）。これも 60 年
になんなんとする奉仕活動の結果であり誠におめで
とうございました。多数の会員さんも個人そして企業
として表彰されており、改めて敬意を表する次第です。
そして式典終了後、今度は 11 月 3 日から 7 日まで
大野光政パスト会長を団長に総勢 14 名で、姉妹クラ
ブのキャンベルタウン RC の創立 60 周年記念式典に参
加して参りました。19 名のクラブに対し、遥か日本
より 14 名もお祝いに駆け付けた訳ですから、式典も
大いに盛り上がり、大変喜ばれ感謝されました。記念
に贈呈した山田パスト会長手作りのテーブルスタン
ドも大変好評で例会場に常設するとの事でした。山田
さん、安価でお引受け頂きありがとうございました。
また豊田会員に、今度は越谷 RC の 60 周年記念式典と
言う事でしっかりＰＲして頂きました。大勢の来日を
期待したいところです。吉野国際奉仕委員長始め委員
の皆さんには、のんびり屋のオージーを相手に綿密な
る打合せを重ねて頂き、また楽しい観光日程も組んで
頂き本当にありがとうございました。思い出に残る楽
しいツアーでした。そしてお忙しい中ご参加頂いた皆
さんにも心から感謝御礼申し上げます。ご参加できな
かった会員さんには、来週 20 日の例会で吉野委員長

を中心に、帰国報告がありますので楽しみにして下
さい。この後、マニラ･ドイツと二つの国際事業が残
っておりますので、これまた大勢の皆さんのご参加を
宜しくお願い申し上げます。
今日は結婚･誕生祝いの後、島田会員のイニシエー
ションスピーチがありますので、以上をもちまして会
長挨拶とさせて頂きます。ありがとうございました。
◆幹事報告
若海宗承幹事
1、本日、例会終了後
に 2 階研修室にて定例
理事会を開催します。
理事･役員の皆様ご出
席宜しくお願いしま
す。
2、オーストラリアの
シモンズ氏よりｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC60 周年の会報が届きま
した。またｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC 訪問団の皆様からお土産を頂
きました。併せてテーブルにご用意しました。ご一読･
ご賞味下さい。
3、ロータリーの友･ガバナー月信、ハンブルグ国際大
会の案内等を BOX にお入れしましたのでご確認下さ
い。また地区大会パンフレット･記念品等を頂いてき
ましたので事務局よりお受取り下さい。
◆委員会報告
◎米山記念奨学委員会
中島美三郎委員長
岡田会員から 5 万円･豊田会員から 5 万円･大沢日出
夫会員から 2 万円、累計で 2,612,500 円になりました。
目標は 250 万だったので引き続きご声援お願いしま
す。
◎親睦活動委員会
瀧田貴夫委員長
18~19 日親睦旅行となっております。チケット忘れ
ないようお願いします。また集合時間に間に合うよう
にお願いします。
◎雑誌広報委員会
吉村総一委員長
ロータリーの友 11 月の記事について紹介します
7Ｐから特集が組まれています。ロータリー財団管理
委員長ロンバートンが掲げる 4 つの優先項目があり
ます。18Ｐにポリオ撲滅最新状況として撲滅までのガ
イドが載っております。また 28Ｐには 11/5 を含む 1
週間は世界インタアクト週間として活動の一部が紹
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介されています。縦書きの 26Ｐになりますが越谷北
RC が主催した越谷ジュニア甲子園大会の記事も載っ
ておりますので読んで頂きたいと思います。余談です
が来月号に越谷 RC の特集が組まれる事になっており
ます。来月号を楽しみにして下さい。
◎ロータリー財団委員会
豊田高行委員長
今月はロータリー財団月間です。200 ドル頂ければ
ありがたいと思います。先週より大野会員から$200･
新井パスト会長から$300･平田会長から$1,000・中里
パスト会長から$500･大沢日出夫会員から$200 私か
ら$1,000 寄付頂きました。
◆誕生・結婚祝
親睦活動委員会
誕生祝：外崎博之、中村謙治、春山敏實、安濃和正、
西村直樹、奥田正樹
結婚祝：坂巻幸次、鳥羽瀬建男、小林秀男、森 仁三、
新井 進、桃木俊郎、石河秀夫、須賀定吉、増元 晃、
春山敏實、外崎博之、橋本佳明、西村直樹、森田 隆、
小林孝裕、武隈正樹、島田秀一、松永賢一、井橋英蔵、
吉村総一、天草大輔、近藤正成
◆イニシエーションスピーチ
島田秀一会員
埼玉りそな銀行
越谷 支 店 長 の 島田
でございます。本日
はこ の よ う な 機会
を頂 き あ り が とう
ございます。今年の
5 月にロータリーに
入会 さ せ て 頂 きア
ッという間に半年が過ぎました。色々な所で皆様とお
会いする事が多いので今さら自己紹介をするのは恥
ずかしい所もありますがイニシエーションスピーチ
をして、やっとロータリー仲間いりと聞いております
ので、しっかりやりたいと思います。
私は 1965 年 12 月に北海道の富良野市で産まれまし
た。ラベンダー畑やドラマ「北の国から」で有名なと
ころです。1 歳の時に札幌市に転居し、地元の真駒内
緑小学、真駒内中学、札幌旭丘高校と高校卒業まで札
幌で過ごしました。現在も実家は札幌で毎年夏に里帰
りをしています。中学入学時は身長 140cm と大変小さ
かったため、背を伸ばすにはバレー部かバスケ部に入
ればよいとアドバイスを受けバスケ部に入り活動し、
効果があったのかはわかりませんが、平均身長くらい
にはなる事はできました。大学は、東京生活と一人暮
らしに憧れて、こちらに出てまいりました。現役受験
の時は生まれて初めて飛行機に乗った事、初めて東京
に来た事、初めて一人でホテルに泊まった事などの初
物づくしで舞い上がってしまい惨敗しましたが、一浪
して何とか早稲田大学商学部に入る事ができました。
大学時代はテニスサークルに所属し、テニスや麻雀や
ゼミやバイトやと東京での学生生活を満喫させてら

いました。親には感謝しております。
平成 1 年 4 月にりそな銀行の前身である、当時の協
和銀行吉祥寺支店に入行致しました。当時は団体生活
を身に着けるために入社して半年は自宅通勤ができ
る者も含め、全員が独身寮に入るというルールがあり、
私は駒場の池尻寮という寮に同期 30 名と入寮しまし
た。バブル崩壊前でかなり仕事が忙しい時期でしたが、
合宿のノリで同期や寮の先輩にも恵まれ、順調に社会
人生活がスタートしました。この時のメンバーとは今
でも同期会を続けています。アッという間に決められ
た半年がたち自宅通勤ができる者は退寮するときが
きました。実は入社時から半年の寮生活が終わったら
札幌支店に転勤という内示を受けていました。という
のも、当時札幌には独身寮が無かったため、6 年間ほ
ど独身男性が不在という状態のところに、実家が札幌
の新入社員が入ってちょうどよかったみたいな感じ
で配属が決まったようです。ご存知のとおり銀行員は
だいたい 3 年前後で転勤するのですが、事情を知らな
い人からすると入社半年でいきなり転勤？それも札
幌？島田は何をやらかしたんだ？可哀想にもう終わ
った等と好き放題に言われましたが同期で初めての
転勤を盛大に祝おう、島田を励まそうとの理由で六本
木に店を貸し切って 200 名以上で盛大に送別会を開
いてもらったのはバブル時代の匂いがしますが良い
思い出です。実質の入行店となる札幌支店には約 4
年おりました。若手男性がほとんどいなかったため、
支店の先輩方には随分鍛えられ可愛がってもらいま
した。入社 2 年目のときに協和銀行と埼玉銀行が合併
を発表し、翌年から協和埼玉銀行となりました。そし
て平成 4 年からあさひ銀行に社名変更をしました。平
成 5 年に築地市場からの移転で今、話題になっている
豊洲支店に転勤しました。今の新市場の場所はちょう
ど自分の担当地域で自転車に乗って毎日渉外活動を
していた所ですが、先日行ってみたら、あまりの変わ
りように大変驚きました。また地元の札幌で知り合っ
た妻と結婚したのもこの時でした。今は大学 4 年と高
校 3 年の息子 2 人との 4 人家族です。その後、学芸大
学駅前支店やお茶の水支店、神田支店、三田支店と都
内店を中心に過ごしてまいりました。神田支店時代は
当社の現役員の内田がチーフマネジャーで、私がサブ
マネージャーの立場で苦労を共にしておりました。今
は越谷も管轄している埼玉東地域の担当役員をして
いますが、何でも言い合える仲なので自分としては仕
事がやりやすく大変助かっています。三田支店の時に
今の自宅を埼玉の朝霞台に購入しました。当時の支店
長に家を買うのなら、ずっと都内の支店が続いている
のでそろそろ埼玉への異動もありそうだから、都内と
埼玉のどちらにも通える場所がいいよとアドバイス
されて決めました。その時は渉外課のチーフマネージ
ャーでしたが家を買った事もあり、それまで以上に頑
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張ってその年の三田支店は全店 1 位の実績をあげる えがあり、新店舗移転と支店 110 周年記念式典という
事ができました。次回のボーナスを楽しみにしていた 2 大イベントがあり、自分の中では特に忘れられない
ところで当時皆さまにも大変ご心配をおかけしまし 支店になりました。またこの時期（平成 27 年 6 月）
た「りそなショック」がおきました。平成 15 年の時 に当社が公的資金を平成 15 年から 12 年かけ無事、公
でした。公的資金の投入額が 3 兆 1,200 億円とういう 的資金を完済する事ができた事は自分が現役の時に
巨額の資金。毎日 1 千万円返したとして完済まで約 はとても無理だろうと思っていただけに、とても嬉し
850 年。鎌倉幕府ができる前あたりからの時間軸です。 く、また当時の事も思い出し感慨深く感じた事を覚え
毎日 1 億円返しても約 1 世紀かかる。自分が現役のと ています。平成 28 年からは八王子支店になりました。
きには完済は無理だろうなと思いました。当然ですが、 高尾山を含めてですが八王子市内の面積が山手線の
この時ボーナスもなくなりました。完全にやる気がな 内側の 3 倍あるという大変広い営業エリアでした。そ
くなり、何社かのお客様からは、ありがたい事に好条 の時のお客様がアメリカの会社を 100 億円余りで買
件での転職のお誘いも受けました。住宅ローンのボー 収するという、自分の銀行員生活の中で、最大の案件
ナス返済もできないし、今だから言えますがほぼ銀行 がありまして、ニューヨークに出張した事、トランプ
を辞めるつもりでおりました。では、なぜ今も銀行に 大統領の就任直前で空港がもの凄い厳戒態勢だった
いるのかと言えば当時の大勢のお客様から「応援する 事は忘れられない思い出になりました。そして今年 4
から頑張れ」「どんな状況になっても銀行を変える気 月からは越谷支店に参りました。転勤は合計 16 回と
はないから、これからもよろしく」等たくさんの声を 多かったですが、最初に実家から通った時と自宅購入
かけてもらったからです。これだけお客様から応援し 時以外は転居も単身赴任もなく、ここまでこられたの
てもらっている中で、逃げるように辞めるのはお客様 は銀行員として恵まれていたと思います。入社 2 年目
に対して申し訳ない。という気持ちからでした。当時 に渉外課(取引先係)に配属になってからは、ほぼ一貫
のお客様とは今も交流がございますが、その時にかけ して渉外畑で銀行生活を過ごし色々な場所で、たくさ
てもらった言葉は一生忘れる事はないと思いますし、 んのお客様と一緒にお仕事をさせて頂いた事は大き
今でも大変感謝しております。その後、首都圏地域本 な財産になっています。越谷の皆様のために一つでも
部という部署で各支店の推進管理を行う業務を経て 多くのお役にたてるよう、また記憶に残るようなお仕
平成 20 年に中野杉並エリアの営業第 2 部長として初 事ができるように頑張っていきたいと思っています
めて支店長職につきました。大学時代に暮らしていた ので、これからも宜しくお願い致します。
エリアが中心だったので、非常に懐かしく仕事をする
ご清聴ありがとうございました。
事ができました。平成 22 年に上尾のそばにある伊奈 ◆奨学金等授与
平田徳久会長
の支店長として銀行に入って初めて埼玉の支店に転 「米山記念奨学生朱怡睿さん、交換留学生ロマン君並
勤となりました。せっかく埼玉県に家を買ったのに、 びにホストファミリー」
一度も埼玉に来る事はないのかなと思っていたとこ ◆ビジター･ゲスト紹介
ろだったので嬉しかったのを覚えています。平成 24
米山奨学生朱 怡睿さん、交換留学生ロマン君
年からは八潮支店長になりました。法人会等で越谷サ ◆スマイル報告(敬称略)
ンシティには何度も来ていましたが、当時は自分が越 ＊①島田秀一会員イニシエーションスピーチお疲れ
谷支店に来られるとは夢にも思っていませんでした。 様でした。益々のご活躍をご期待申し上げます。②大
また当時は田中作次様が国際ロータリー会長として 野団長始めｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC 訪問団の皆様ご参加ありが
ご活躍されており八潮支店では大変お世話になりま とうございました。そして吉野委員長始め国際奉仕委
した。その後、国際事業部で 3 か月の海外研修を受け 員会の皆様本当にお世話になりました。③地区大会ご
ました。公的資金注入時に海外拠点を撤退したため銀 参加の皆様お疲れ様でした。お陰様で越谷 RC の大Ｐ
行として国際部門が弱くなってきており、お客様がア Ｒができました。ありがとうございました。/平田徳
ジアを中心にどんどん海外進出を進める中、それを応 久会長
援する立場の銀行が海外事情をよく知らないという ＊①島田秀一支店長イニシエーションスピーチあり
事では話にならないという事で始められた研修です。 がとうございました。②大野団長始めｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC
2 か月余りでアジア 11 ヵ所を回るという非常に貴重 訪問団の皆様お疲れ様でした。パスポート忘れ･デジ
な経験をさせてもらいました。中国（上海･香港）や カメ忘れ･カバン忘れ･スーツ忘れ、なんでどこにでも
タイ、マレーシア、シンガポール、ベトナム、フィリ 置いて行ってしまうのでしょうか。③地区大会に参加
ピン、台湾、韓国、ミャンマー、インドネシアです。 頂いた皆様、休日の所ありがとうございました。八神
同じアジアでも国ごとにそれぞれ個性があって大変 純子さんの公演良かったですよ。40 名も参加頂いて
勉強になりました。その後、りそな銀行に戻って平成 いたのに皆様帰ってしまい 9 名しか楽しめませんで
26 年から板橋支店に勤務。在任中に店舗の新築建替 したね。/若海宗承幹事
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＊結婚祝いありがとうございます。感謝申し上げます。 ＊誕生祝いありがとうございます。61 歳になり身体
もあちこちガタがきました。/安濃和正
また地区大会ではお世話になりました。/坂巻幸次
＊地区大会では平田会長･若海寛治お世話になりまし ＊結婚祝いありがとうございます。未だに続いており
ます。/森田 隆
た。/井橋武治
＊①島田秀一支店長、激動の世界を見てきた経験談あ ＊結婚祝いありがとうございます。39 年になります。
りがとうございました。②ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC 訪問団の平田 /増元 晃
会長･吉野委員長始め皆さん楽しい時を過ごす事がで ＊結婚祝いありがとうございます。/吉村総一
き感謝します。③新井さんｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC とのパーティ ＊今日は保健所の表彰式で早退させて頂きます。/清
ーでビートルズの歌を熱唱。大喝采でした！/大野光 水勝吉
＊結婚記念日･お誕生日の皆様おめでとうございます。
政
＊島田秀一支店長イニシエーションスピーチありが 島田支店長イニシエーションスピーチお疲れ様です。
とうございました。移動の多い職歴で大変ですね。健 /中島雅樹
＊島田秀一支店長素晴らしいイニシエーションスピ
康に留意して下さい。/井橋吉一
＊①島田秀一会員イニシエーションスピーチご苦労 ーチありがとうございました。勉強になりました。/
様でした。②橋本佳明会員ソングリーダーの指揮見事 永島信之
なものですね。板に付いて来ましたよ！ところで稀勢 ＊島田秀一支店長楽しいイニシエーションスピーチ
ありがとうございました。/瀧田貴夫
の里はどうしたのかな？/中島美三郎
＊①12 年ぶりのｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC 訪問でしたが、旧知の ＊誕生日と結婚記念日のお祝いダブルでありがとう
友人達と会えて楽しい一時でした。国際奉仕委員会皆 ございます。/春山敏實
様お世話になりました。②結婚祝いありがとうござい ＊結婚祝い戴いたにも関わらず、開会前の早退大変申
ます。③腹痛で地区大会を早退しました。翌日判った し訳ありません。/井橋英蔵
事ですがインナーマッスルトレーニングをやりすぎ ＊島田秀一支店長イニシエーションスピーチお疲れ
様でした。今夜はゆっくり休んで下さい。/中村聡久
たようです。体が痛かったようです。/新井 進
＊①ｷｬﾝﾍﾞﾙﾀｳﾝ RC 訪問団の皆様、大変お世話になりま ＊結婚記念日のお祝いのお花ありがとうございまし
した。お疲れ様でした。②地区大会参加の皆様大変お た。また今月 55 歳になりました。/西村直樹
世話になりました。さすが越谷 RC は凄いですね！/ ＊結婚祝いありがとうございます。昨日お花が届きま
した。妻が大変喜んでおりました。/島田秀一
山田二三夫
＊結婚祝いありがとうございます。記念日の当日は預 ＊結婚祝いありがとうございます。妻も大変喜んでお
かった孫に 1 日中振り回され二人とも疲労困憊でし りました。/橋本佳明
本日 44 件 88,000 円
累計 896,500 円
た。/石河秀夫
＊①島田秀一支店長イニシエーションスピーチあり ◆出席報告
98 名
がとうございました。②結婚祝いありがとうございま 本日出席率 60.21％ 会員数
出席者数
51 名 出席免除者数 19 名
す。/須賀定吉
＊結婚祝いありがとうございます。/桃木俊郎
結 婚 ・ 誕 生 祝 の 皆 様
＊誕生祝いありがとうございます。来年は 70 歳にな
ります。/中村謙治
＊結婚祝いありがとうございます。これからも二人で
頑張ります。/森 仁三
＊誕生日と結婚記念日のお祝いダブルでありがとう
ございます。/外崎博之
＊①島田秀一支店長イニシエーションスピーチお疲
れ様でした。②今月はﾛｰﾀﾘｰ財団月間です。皆様から
中川ホストファミリー・ロマン君
の心からの気持ちを込めたご寄付をお待ちしており
ます。200 ドル！今なら 22,400 円です。是非宜しく
お願いします。/豊田高行
＊島田秀一支店長イニシエーションスピーチありが
とうございました。協和･埼玉あさひ･りそなと正に支
店長の経歴がりそな史と重なっていますね。②8 日の
女房のチターコンサートには沢山のロータリアンに
お出で頂きありがとうございました。/吉野寛治
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