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２０１３年７月３１日　第２１１３回例会　VOL. ４５　No. ５

■司　　会　副 SAA  後藤　英側

■開会点鐘　会　長　安藤　公一

■斉　　唱　奉仕の理想

　　　ＳＬ　市川　慎二

■出席報告

　 
■本日の欠席者
鈴木、二宮麻理子、松本

■他クラブ出席者
新川 (地区 )

二宮麻理子、鈴木、関口 (横浜鶴峰 RC)

■会長報告
　日本全国に局地的集中豪雨に襲われた 1 週

間でした。被害の大きかった地方の皆様には

心よりお見舞い申し上げる次第です。

　高校野球、夏の甲子園を賭けた地方予選も

終盤を迎え、全国一の激戦区である神奈川県

( 参加校 192 校 ) の覇者も横浜高校に決まり

ました。是非甲子園で頑張って欲しいもので

す。

　本日は、横浜銀行鶴ヶ峯支店長の杉山さん

のイニシエーションスピーチです。その後時

間に余裕があれば、交換留学生の状況を皆さ

んにお伝えする予定です。

○地区関係

１）地区青少年委員長会議

日時　７月 29 ㈪ 15:00 ～

　ソシア 21 にて、青木青少年奉仕委員長と共

に参加してまいりました。詳しくは青木委員

長より後ほどご報告があると思います。そこ

で深谷春奈さんという国際基督教大学４年の

女性の発表があったのですが、何と彼女は聖

ヨゼフ中学 1 年からインターアクトに参加し、

交換留学生でフィンランドに留学、その後も

ROTEX、RYLA にも参加し、現在横浜ローター

アクトクラブの幹事で活躍されております。

留学中に途上国の経済発展に寄与したいと思

い、来春より JICA に就職されることになって

いるとのことです。一人の人間の成長に寄与

できたロータリークラブは素晴らしいと改め

て感じいった次第です。

２）交換留学生ホストクラブ、ホストファミ

リー説明会

日時　８月３㈯ 14:00 ～

場所　ブリーズベイホテル

漆原会員、青木会員、後藤会員、五十嵐会員、

福村会員と共に出席してまいります。

３）地区 R情報・広報・IT セミナー開催

日時　８月８日㈭ 15:00 ～

場所　ソシア 21

本日の出席率　90.32％

本日の出席数     28 名会  員  数 　 　  35 名

修正出席率   　100％
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　五十嵐委員長と共に参加予定です。

４）地区大会記念チャリティーゴルフ開催

日時　９月 24 日㈫

場所　戸塚 CC

　ゴルフをなさる方の奮ってのご参加をお願

いします。申込締切 8/20 です。

５）北澤会員、7/24 地区大会委員会の参加、

ご苦労様でした。

○クラブ関係

１）来週 8/7 は市川ガバナーがご来訪されま

す。また、商大高校インターアクトのメンバー

の数名、例会に参加予定しています。インター

アクトの生徒達との積極的な交流をお願い致

します。

２）例会所のテーブルクロスを新しい物に交

換致しました。

３）再来週の 8/14 は、お盆のため例会は休会

となります。お間違いのなきようお願い致し

ます。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○横浜緑ロータリークラブ

日時　８月 14 日㈬休会

日時　８月 21 日㈬夜間移動例会

　　　点鐘　18 時 30 分

場所　横浜ロイヤルパークホテル

　　　スカイバンケット　オーロラ

○横浜南ロータリークラブ

日時　８月３日㈯振替休会

日時　８月 10 日㈯通常例会

日時　８月 17 日㈯休会

日時　８月 24 日㈯通常例会

日時　８月 31 日㈯夜間例会

　　　点鐘　18 時

○横浜南陵ロータリークラブ

日時　８月 15 日㈭休会

日時　８月 22 日㈭移動例会

　　　点鐘　17 時

場所　東京スカイツリーツアー

○横浜保土ヶ谷ロータリークラブ

日時　８月 13 日㈫休会

■横浜鶴峰クラブよりお知らせ
　いつもお世話になっています。本年度の例

会は通常と夜間が隔週となる変則的な日程と

なります。

　横浜旭ロータリークラブの皆様には大変ご

不便をお掛け致します。プログラム予定表を

ご確認いただきぜひメーキャップにお越し下

さい。

○例会予定　

通常例会　第１.３.５週　

　　　　　　12 時 30 分～ 13 時 30 分

夜間例会　第２.４週

　　　　　18 時～ 19 時

例会場　二俣川ライフ

　　　　４階コミュニティーサロン

■出席委員会　　         　　　斉藤　善孝

2013 年度規定審議会における出席率の計算方

法改正について

　クラブ定款第９条 ( 出席 ) 第５節 ( 出席の

記録 )、第３節 (a) 及び (b)、第４節がそれぞ

れ改正されました。

･変更事項

① (a) 出席免除者について、免除は最長 12 ヵ

月間でしたが、これを超えて欠席の場合は、

理事会が改めて一定期間の欠席を認める承認

ができるようになった。

② (a) 出席免除者について、出席率の計算の

際、出席時以外は分母に含めなくてよくなっ

た。

③ (b) の出席免除者について、年齢が 65 歳以

上の会員であること、という条件が解除され

たこと。

・2013 年７月の出席報告より適用

　従来の規定では、クラブ定款第９条第３節

(a) 理事会承認の条件と事態に従った欠席で

出席を免除された会員は、分母及び分子に含

まれておりましたが、この改正により出席し

た場合のみ出席率計算の対象となります。

*次ページの計算例、ご参照ください。
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出席率の計算式

当日出席した正会員数

（全正会員数）－（当日欠席した免除適用を受けた正会員数）
×100

出席計算例

全正会員数：50名

・出席免除の適用を受けていない正会員数：　　　　　　　 49 名

・第 9上第 3節（a）、（b）、第 4節の何れかの

　　　　　出席免除の適用を受けた正会員数：　　　　　　１名

１）出席免除の適用を受けた会員を含めて 50名全員が出席した場合

　　⇒
50

50
×100＝100％

２）出席免除の適用を受けた会員 1名が欠席し、その他 49名が出席した場合

　　⇒
49

50－1
×100＝100％

３）出席免除の適用を受けていない会員が 1名欠席し、その他 49名が出席した場合

　　⇒
49

50
×100＝98％

４）免除会員と免除適用を受けていない会員が 1名ずつ欠席し．その他 48名が出席した場合

　　⇒
48

50－1
×100＝97.9％
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■青少年委員長会議報告　　　　青木　邦弘

日時　７月 29 日㈪ 15 時～ 17 時

場所　ソシア 21

１）第 30 回 RYLA 開催要項

○テーマ　

　非常時におけるリーダーシップのあり方

日程

2014 年２月 15 日㈯～ 16 日㈰一泊二日

場  所　　県立三浦ふれあいの村

参加者　  18 ～ 30 歳までの青少年

　　　　  ( 高校生は除く )

参加費　  一人当たり約 15,000 円

申込期間  10/1 ～ 11/15 迄

申込先　  川崎大師ロータリークラブ

２）インターアクター、ローターアクター、

ROTEX より、横浜ローターアクトの深谷春奈

さんより「ロータリー青少年活動に参加して」

の発表がありました。

プロフィール

2005 年　聖ヨゼフ学園インター

2007-8 年　交換留学生としてフィンランドへ

2008 年　ROTEX に加入、RYLA に参加

2012 年　横浜ローターアクトクラブ入会

現在　東京外国語大学３年生

　　　JICA に就職が決まっているとのこと。

■親睦委員会　　　　　　　　　兵藤　哲夫

この指とまれ第１段　大番寄席ご報告

■ IM 講演依頼の件　　　　　　　二宮　　登

　昨日前 RI 会長、田中作次氏に来年３月６日

開催されます IM の講演のお願いに行ってまい

りました。快く承諾され、皆様にお会い出来

ることを楽しみに

しておりますと申

しておりました。

10 年ぶりにお会い

してきました。

上 : 八潮ロータリー

クラブバナー

下 : 田中作次氏と

お嬢様、お孫様、

二宮会員

■地区大会委員会報告　　　　　北澤　正浩

　クラブ地区大会委員打合せ会に出席いたし

ました。地区大会記念イベントとして、

・記念ディナーパーティー

　日時　９月 19 日

　場所　ロイヤルパークホテル

・記念ゴルフ大会

　日時　９月 24 日

　場所　戸塚 CC

が開催されます。皆様の参加をよろしくお願

い致します。

　ディナーパーティーの参加については、私

がとりまとめますので、お声をかけて下さい。

宜しくお願い致します。
左から、福村会員、一龍斎貞寿さん

　　　　金原馬吉さん、兵藤会員
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　７月 28 日希望ケ丘大番寄席には、福村会員、

兵藤ほか友人家族が大勢集まりました。

前　座　金馬亭駒松

講　談　一龍斎貞寿

落語家　金原亭馬吉 

以上の若い芸人さんが出演され、馬吉の人情

ものには感動し、泣かされました。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

安藤　公一／①杉山さんイニシエーションス

ピーチ宜しくお願いします。②新しいテーブ

ルクロスを当社より提供させて頂きました。

福村　　正／①杉山さん、スピーチ楽しみで

す。②本日交換留学生受入のフォーラムです。

希望と心配で胸いっぱいの学生さんが有意義

に過ごせますよう、皆様のご理解ご協力をお

願いします。③兵藤先生、先日は寄席にてお

世話になりました。

杉山　雅彦／イニシエーションスピーチ、宜

しくお願いします。宣伝もありますが最後ま

でお聞き頂ければ幸いです。

安藤　達雄／杉山さん、イニシエーションス

ピーチ楽しみです。よろしくお願いします。

矢田　昭一／安藤達雄さん、過日の奈良の旅、

お世話様でした。楽しい旅が出来ました。写

真有難うござました。

北澤　正浩／８月４日に開催致しますジャズ

まつり、皆様のご来場をお待ちしております。

吉原　則光／本日のフォーラム、稔り多きこ

とを期待します。杉山さんのスピーチ楽しみ

にしております。

二宮　　登／前 RI 会長田中作次氏に 10 年ぶ

りにお会いし、IM の講演依頼をして来ました。

増田嘉一郎／杉山さんのイニシエーションス

ピーチを楽しみにしています。

斉藤　善孝／杉山さん、本日のイニシエーショ

ン楽しみです。

兵藤　哲夫／タウンニュース最後のページを

見て下さい。ネコもらってください。犬もい

ます！

青木　邦弘／杉山さん、イニシエーション楽

しみです。

岡田　清七／杉山さん、あなたとの出会いに

感謝して。

市川　慎二／杉山さん、イニシエーションス

ピーチとても楽しみにしています。

佐藤　真吾／①杉山さんのイニシエーション

楽しみです。② 8/4 ㈰旭ジャズまつり、大勢

のご参加お待ちしています。

内田　　敏／杉山さん、本日のイニシエーショ

ン楽しみにしています。

■卓話　イニシエーションスピーチ　　　
「自己紹介」　　　　　　　　　　杉山　雅彦

　皆さん、こんにちは。５月に入会させて頂

きました横浜銀行鶴ケ峯支店の杉山雅彦と申

します。

　歴史ある横浜旭ロータリークラブに入会さ

せて頂いたことに大変感謝しております。

　ロータリークラブに入会するのは 2回目（前

回は長後支店時代に藤沢北 RC でお世話になり

ました）、入会して約３ケ月経過しましたが、

ロータリアンとしてはまだまだ修行中でござ

いますので引き続きのご指導を宜しくお願い

致します。

　本日は「自己紹介」ということですが、生

まれてから就職するまで全くと言って良いほ

ど「平凡」かつ「無エピソード」なので（あ

る意味では両親に感謝しなければなりません

が…）

　銀行生活を中心にお話しさせて頂きます。

　生まれは平塚市で、昭和 38 年 7 月生まれの

50 歳です。父は公務員という全く平凡な家庭

に生まれ育ちました。現在は妻、娘２名の４

人家族です。

　横浜銀行へは昭和 61 年に入行しました。初

任店は南林間支店です。入行後１年間は事務

見習いで預金事務を経験した後、融資係に配

属されました。時代はバブルで景気は拡大傾

向、大口の預金金利は８％を超える時代でし
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お客様のリストラのご支援や再建計画のお手

伝いが中心の係りになりました。

　融資部の所属期間は約８年、厳しい時代の

勤務であり、個人的にも苦しい思いもしまし

たが、お客様と向き合いながら仕事をさせて

頂き、今思えば一番勉強させてもらった８年

間でした。

　その後は再び待ちに待った営業店勤務が始

まり、小田原支店の副支店長、上溝支店支店

長、長後支店支店長を経験させてもらいまし

た。平成 21 年には融資部に復帰、融資部の副

部長を経験し、今年の４月に鶴ケ峯支店長に

着任しました。

　鶴ケ峯支店は地元の企業様と個人とのお取

り引きが厚いフルバンキング店舗で、鶴ケ峯

エリアの母店です。相鉄線沿線の支店 9 ケ店

を統括しています。エリア内の行員 121 名、

パートさん 149 名、総勢 270 名で頑張ってお

ります。

　業務を遂行する上で特に力を入れなければ

と思っているのが

「CS（CuSTOMER SATISfACTION ＝顧客満足）」

強化で、接遇マナーは勿論のこと、お客様の

あらゆるニーズにキッチリお答えできる態勢

整備です。そのためには、なにより行員自身

の知識装備率を高め、皆様へお役に立つご提

案ができるよう、自分自身も含め、「教育」に

力を入れております。

　以上、当行の宣伝もありましたが、今後も

皆様のご指導を頂きながら仕事とロータリー

活動を全うする所存でございますので、どう

ぞ宜しくお願いしたします。

■次週の卓話　　　
　8/14　休会
　8/21　終戦記念卓話　　矢田会員　　　                                                              

                    週報担当　吉原　則光

た。貸出も右肩上がりで、案件処理が間に合

わなかったくらい忙しかったことを思い出し

ます。「土地」「株」を持っていれば翌日には

値上がりするのが当たり前の世の中で、まさ

に「バブル」でした。

南林間の在任期間は６年間と長く、次はどこ

へ転勤かとビクビクしていた平成４年の１月、

我が家に激震が走りました。

　転出先は何と「大阪支店行きの辞令」。（大

阪支店は当行でも一番の遠隔地店舗です）

妻は「単身赴任でお願い」と言いましたが、

何とか説得、いざ「商売の町、なにわ」へと

旅立ちました。

　当行の大阪支店は銀杏並木で有名な御堂筋

にあり、大企業取引が中心の法人店舗でした。

「商人の町、大阪」とよく言われますが、やは

り大阪の商売は厳しく、条件交渉には随分苦

労しました。

　お客様に提案し、「考えとくわ」と答えをも

らい、「よし、やった」と上司に勇んで報告す

ると、大阪で「考えとくわ」は「お断り」だ

よと言われ、ガックリ。大阪での商売の難し

さを痛感しました。大阪生活は４年で終わり、

次にもらった辞令は当行の融資審査を司る「融

資部」でした。世の中はバブル景気がはじけ、

景気は冷え込む一方。当行のお客様も大変な

時期でしたが、当行自身も大変な時期。南林

間時代のような前向きな設備投資案件は消え、


