
２０１４年５月１４日　第２１５０回例会　VOL. ４５　No. ４２

■司　　会　ＳＡＡ　後藤　英則

■開会点鐘　会　長　安藤　公一

■斉　　唱　我等の生業　　　
　　　ＳＬ　市川　慎二

■出席報告

　 
■本日の欠席者
青木、漆原、佐藤

■ゲスト
棟山　忠明殿（浜銀 TT 証券二俣川支店長）

■５月誕生記念祝

  兵藤　哲夫会員　　　5.8

■会長報告
　気温 25 度を越える夏日の頻度がこれから増

えていきます。朝晩は 15 度に届かない涼しさ

もあり、１日の寒暖差も大きい日もあります。

本日の出席率　89.29％

本日の出席数    25 名会  員  数 　 　  33 名

修正出席率   　100％

– 1 –

皆様御身体にお気をつけ頂きこれからの初夏

の季節を元気にお過ごし頂きたいと思います。

今日を含め安藤年度の例会はあと７回となり

ました。いよいよカウントダウンに入った感

じです。残りあと僅かですが、精一杯努めて

いく所存ですので、一層の御協力をお願いし

ます。

　第 20 回サッカーワールドカップブラジル大

会がいよいよ来月に迫ってまいりました。ザッ

クジャパンのメンバー 23 名も 12 日㈪に発表

されました。６月 12 日より約１ヶ月の大会

を楽しみたいと思います。ワールドカップと

いう名称を最初に使ったのがサッカーと言わ

れています。第１回大会は 1930 年に開催され

その後４年毎に開催されましたが、1938 年、

1942 年は第二次世界大戦のため中止となり、

1946 年より復活。今回が節目の第 20 回記念

大会となります。

　他のスポーツでは、テニスの錦織圭選手が

マドリード大会で準優勝を飾り日本人として

初のワールドランキング９位となりました。

野球、サッカー、テニス、ゴルフと様々なスポー

ツで日本人選手が活躍しています。喜ばしい

限りです。その背景には、平和と経済的安定

があることは忘れてはならないことだと思い

ます。
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　今週月曜日、５月 12 日に開催された旭区の

福祉協議会主催のチャリティーゴルフに関口

さん、青木さんと共に参加してきました。強

風の中、悪戦苦闘の連続でスコアは皆さんの

名誉のため、発表せずにおきます。お二方お

疲れ様でした。鶴峰 RC、岩沼 RC と合同の米

山記念館訪問旅行があと２週間半に迫ってま

いりました。この機会に両クラブの皆様とも

大いに友好を深めてきたいと思っております。

　本日は、杉山さんの職業卓話です。そのお

手伝いに浜銀 TT 証券の諌山支店長もお出で頂

いておられます。宜しくお願いします。

○地区関係

１）5/17 に地区インターアクト研修会が予定

されており、青木さんが出席予定です。宜し

くお願いします。

２）6/11 ㈬の例会に第５グループ小澤ガバ

ナー補佐がご来訪される予定です。

３）6/29 ㈯に青少年交換留学生の終了式がナ

ビオス横浜で予定されています。

○クラブ関係

１）先週 5/7 に理事役員会を開催致しました。

後ほど福村幹事より内容の報告があります。

２）次期の計画書の提出は 5/31 です。次期の

委員長の方お忘れなき様お願いします。

３）6/25 の最終例会は夜間例会となります。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

安藤　公一／①杉山さん、卓話宜しくお願い

します。②浜銀 TT 証券諌山支店長、ようこそ

いらっしゃいました。

福村　　正／①杉山さん、卓話宜しくお願い

します。②横浜パレードの写真ありがとうご

ざいます。

安藤　達雄／杉山さん、本日の卓話楽しみで

す。よろしくお願いします。

兵藤　哲夫／①今年からいよいよ後期高齢者

のお仲間入り。クラブの平均年齢を上げてい

ます。誕生日おめでとう、ありがとうござい

ます。②二宮さん、鎧のパレードお世話さま

でした。ありがとうございました。

杉山　雅彦／本日、職業卓話をやらせて頂き

ます。浜銀 TT 証券の諌山支店長もおじゃまし

てます。30 分間宜しくお願い致します。

吉原　則光／杉山さんの職業卓話楽しみです。

よろしくお願いします。

千葉　和裕／①杉山さん、融資宜しくお願い

します。②諌山さん、インサイダー情報宜し

くお願いします。お二人の卓話を記念して。

後藤　英則／杉山会員、卓話楽し味にしてい

ます。

市川　慎二／杉山さん、卓話楽しみにしてい

ます。

岡田　清七／① 5/3 の仮装行列参加の皆さん、

お疲れ様でした。②杉山会員の職業卓話楽し

みです。③東京駅ステーションホテルに 5/6

泊ってきました。いいですね！

鈴木　茂之／杉山支店長、職業卓話楽しみに

しております。ガンバッテ下さい。

増田嘉一郎／杉山さん、職業卓話を宜しくお

願いします。楽しみにしています。

田川　富男／杉山支店長さん、卓話宜しくお

願いします。

二宮麻理子／本日の卓話楽しみにしておりま

す。

北澤　正浩／杉山さん、卓話楽しみです。

■職業卓話　「銀行業務の多様化」　　

　　　　　　　　　　　　　　　杉山　雅彦

　皆さんこんにちは、横浜銀行鶴ヶ峯支店支

店長の杉山雅彦でございます。

　最近、「半沢直樹」や「花咲舞が黙ってない」

等銀行に関するテレビドラマが流行っていま

すね。今までテレビドラマでは、銀行員が役

柄として登場することはありましたが、銀行

の業務や組織について直接ストーリーになる

ことは少なかったと思います。銀行員として

見ると多少 ! ? 誇張された部分もあります。

( 倍がえしも土下座もしません。出向はあり

ますが…) が世間に銀行の業務がどんなもの

かイメージしていただくには良い内容であっ

たのでは ?と思っております。

　そこで本日はもう少し具体的に銀行業務内

容についてお話しさせていただき、ご理解を

深めていただけたらと考えております。皆さ



の各代理業解禁など規制緩和が進行し様々な

サービスを提供する必要性が出てきました。

多様化した現在の銀行は、前述した主要業務

のほかに、以下のような業務を行っています。

<個人のお客様向け >

○投資信託販売・保険商品販売

　お客様がご自身の資産を運用、また将来ご

家族に資産を残すことを検討していただくた

め、預金商品だけでなく様々な商品を用意す

る必要性がでていました。株式、債券、不動

産などに投資する投資信託や個人年金保険、

終身保険、定期保険、保障性保険 ( がん保険

や医療保険 ) などもあります。最近皆さんが

報道等で目にしている「NISA」( 小額投資非

課税制度 ) を利用した商品購入も可能です。

「NISA」とは株式投資信託・上場株式の譲渡所

得・配当所得が非課税になる制度です。その

他一定の条件はありますが、中長期の資産運

用を応援する制度で日本に居住する 20 歳以上

のすべての人が利用できます。

○相続関連業務 (取次ぎ業務 )

　シニアライフのサポートとして遺言信託

( 遺言作成・保管・執行手続き )、遺産整理業

務 ( 遺産の分割手続きのお手伝いやすでに相

続が発生した方のサポート ) 財産、資産承継

プランニング ( 将来的な財産設計プランニン

グ ) 信託業務 ( お客様の財産管理、運用また

は継承、売却の財産管理 ) 教育資金贈与信託

( お孫さまへの贈与 ) 成年後見人制度取次ぎ

業務を行っています。

<法人のお客様向け >

○ M&A (Mergers&Acquisitions) アドバイス

　企業の譲受、譲渡ニーズを把握し、橋渡し

を行います。譲受ニーズには、事業規模・領

域を拡大したい、新事業を立ち上げたい、技術・

許認可がほしい、優秀な人材がほしい、内製

化しコスト削減をはかりたい等があります。

譲渡ニーズには、後継者がいない、事業の絞

込みたい、会社価値を現金化したい等があり

ます。当行ではそれらニーズを把握し、相手

方の選定、情報の入手及び分析、相手方への

意向の伝達、取引価格設定や取引条件設定へ

のアドバイス、買収・売却スキームの策定を

行います。

○ビジネスマッチング

　お客様が抱える経営課題を解決させるツー

– 3 –

んは銀行業務というとどのようなことをイ

メージなされますか ?

　一般的には以下の３つ業務が銀行業務の柱

と言われています。

①預金業務

②貸出業務

③為替業務

①預金業務とは、

皆さんが一番なじみのある「お金」をお預か

りする業務です。

　銀行は預けられた「お金」に利子をお支払

いします。通常の企業に例えると「仕入」に

該当します。

②貸出業務とは、

①でお預かり ( 仕入 ) した「お金」を別のお

客様にご融資する業務です。銀行はご融資し

たお客様から利子を受け取り、②－①の利子

の差額が収益となります。

　預金をお預かりする以外に金融市場から銀

行が直接資金を調達してそれをご融資すると

いうケースもあります。TIBOR ( タイボー )

という言葉を皆様も聴いたこともあるのでは

ないでしょうか ?

　TIBOR とは一般的には指定された複数の有

力銀行から報告されたレートを全国銀行協会

が集約し毎営業日発表しているレートのこと

を言います。日本の短期金融市場の整備・活

性化に資するため、市場の実勢を反映したレー

トでいわゆる銀行の仕入取引指標となってい

ます。この仕入レートで「お金」を調達しお

客様にご融資をします。

③最後に為替業務です。

　大きく分けて内国為替と外国為替の二つに

分類されます。内国為替はいわゆる「お振込み」

等銀行間の口座の資金移動をお手伝いする業

務です。多額の現金を持ち歩くことなしに資

金の決済ができます。

　外国為替は海外送金のほか、貿易で発生す

る輸出入取引のサポートをしております。L/C

取引、為替予約なども業務の１つです。

　以上が銀行の主要業務ですが、1996 年頃か

ら銀行業務が変化し始めました。いわゆる金

融ビッグバン ( 金融の自由化 ) です。経営者

皆様はご存知だと思いますが、それ以前の銀

行は一定の規制下の中で業務を行っていまし

た。2002 年以降、銀行業・保険業・証券業
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ルをご提供するサービスです。販路拡大、製

造受注の委託、仕入ルート確保、技術提供な

どのビジネスパートナーを紹介させていただ

きます。

○経営改善支援

　財務内容、事業体質、成長力等、様々な角

度から会社を分析し、お客様と共通の認識を

もって改善をはかるための計画を策定します。

策定後の進捗管理や支援も一緒に行っていき

ます。

○シンジケートローン

　複数の金融機関によりシンジケート団を組

成し、お客様に対し 1 つの契約に基づいてそ

れぞれの分担金額を同一条件でご融資させて

いただく業務です。中長期的な期間で行うター

ムローン、定められた借入期間や極度額の範

囲内で繰り返し利用できるコミットメントラ

イン等があります。

　このように、多様化するお客様のニーズに

対応すべく業務内容を多角化させております。

　関連会社も証券業務、リース・代金回収業務、

保証業務、ベンチャーキャピタル業務、シン

クタンク業務等多岐にわたっております。

　銀行員自身もこの多様化する業務に対応す

るため自己啓発に努めています。

　ここで銀行員がどんな資格を取得している

のかを少し紹介させていただきます。

公的な資格では

・証券外務員・生保募集資格・損保募集資格

・FP・中小企業診断士・簿記・宅建

・証券アナリスト・社労土　

　銀行員特有の資格もあります。金融機関向

けに制定された資格制度で専門業者がその試

験、研修、通信教育等を行います。

・法務・財務・税務・金融経済・外為業務

・デリパティブ・信託業務

・コンブライアンスオフィサ一

・リスクマネンジメント (営業店管理 )業務

　いかがでしょう。数が多くてびっくりした

のではないでしょうか ?

　銀行員は一生資格を取り続けるために勉強

しなくてはいけないといわれています。( 頭

の固くなる前に若いうちにとれとも言われて

いますが…なかなか思うようにはいきませ

ん )

　話は戻りますが、行員自身も知識を高め、

皆様へお役に立つご提案ができるよう日夜努

力しております。

　以上、少しでもお客様のお役に立てるよう

今後も様々な業務にチャレンジしていきます

ので、なんでもご相談いただければと思いま

す。また、手前どもの当行の行員が皆様のと

ころにお邪魔した際は、「温かい目」で接して

いただければ…と思っております。

　当行の宣伝になってしまい大変失礼いたし

ました。

　最後までご清聴いただきありがとうござい

ました。

○諌山様（浜銀 TT 証券二俣
川支店長）より
　後半は株価についての
お話を伺いました。

　　　　　　　　　　週報担当　内田　　敏

■次週の卓話  　一般卓話　　綿貫守一会員　
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出席者

日時 平成26年5月7日（水）　 安藤公一 青木邦弘 新川　尚

18時30分～ 後藤英則 田川富男 佐藤真吾 福村　正

欠席者

場所 クラブ事務所 千葉和裕 太田勝典 倉本宏昭 増田嘉一郎 漆原恵利子

【報告事項】

地区： 5/17　15:00～ インターアクト研修会 青木

6/6　18:00～ 会長幹事会 三ツ境ライフ4F 安藤、福村、増田、漆原

ｸﾗﾌﾞ： 6/4(水)18:30～ 第14回理事・役員会 旭RC事務所

6/1(日)～2(月) 米山記念館訪問

交換留学生： 5/21 例会参加

3月収支 本会計 昨年同月対比（詳細別紙） ②交換留学生会計

収入 10,028,220 94,013 収入 1,842,038

支出 8,852,436 319,447 支出 1,326,119

収支合計 1,175,784 -225,434 収支合計 515,919

特別会計 ③新地区補助金

収入 1,320,000 -71,977 収入 658,080

支出 248,091 -116,658 支出 658,080

収支合計 1,071,909 44,681 収支合計 0

①合算（留学生勘定は除く） 昨年対比 総合①＋②＋③

収入 11,348,220 22,036 収入 13,848,338

支出 9,100,527 202,789 支出 11,084,726

収支合計 2,247,693 -180,753 収支合計 2,763,612

今後昨年通りの入出金があった場合、期末段階で139万円の繰越金が見込まれる。

【審議事項】

1 活動報告書と計画書合体の件

2 倉本氏出席免除規定延長(6月末まで)の件

3 米山記念館訪問旅行 親睦委員会の当初計画で予算立てしていた岩沼RC親睦

10万円を今回充当することを承認した。

4 その他

【確認事項】

1 4月17日(木)付けFAXの持ち回り理事役員会において事務所PCの更新(約72,000円)

をご承認頂きましたので、早速手配を進めました。

2 太田氏へのお見舞い金2万円をお渡しする。

以上

2013～2014年度　　第13回理事(役員）会議事録
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平 成 2 6 年 ４ 月 度 出 席 率 一 覧 表

員数 出席率他クラブ会　員　名

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31　

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ホームクラブ 員数 出席率他クラブ会　員　名 ホームクラブ

例　会　日

例会出席率

修正出席率

平 均

％

％

％

％ ％

９日 16日

100

安　藤　公　一

安　藤　達　雄

青　木　邦　弘

千　葉　和　裕

福　村　　　正

後　藤　英　則

兵　藤　哲　夫

市　川　慎　二

五十嵐　　　正

川　瀬　恵津子

北　澤　正　浩

今　野　丁　三

倉　本　宏　昭

黒　瀬　一　敏

増　田　嘉一郎

松　本　英　二

新　川　　　尚

二　宮　麻理子

二　宮　　　登

岡　田　清　七

30
28

２日

93.33

30
30 100

28
25 89.29

28
28 100

％

％

29
27 93.10

29
29 100

100

100

100

100

100

75

100

100

100

100

100

100

100

50

75

75

100

75

100

100

50

25

50

0

25

25

25

25

0

100

0

0

0

50

25

25

25

50

0

100

150

125

150

100

125

100

125

125

100

125

100

100

100

125

100

100

125

125

100

100

100

50

100

75

50

100

100

75

100

75

100

75

100

0

50

25

25

50

25

25

25

0

25

0

25

100

100

100
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太　田　勝　典

斎　藤　善　孝

佐　藤　真　吾

関　口　友　宏

杉　山　雅　彦

鈴　木　茂　之

田　川　富　男

内　田　　　敏

漆　原　恵利子

綿　貫　守　一

矢　田　昭　一

吉　野　寧　訓

吉　原　則　光

高　梨　昌　芳

松　本　良　彦
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