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会長報告

秋本

清道

会長

今日は、延び延びになって
いた三崎小の運動会が行われ
ています。午前中見に行って
きました。全校で２００名足
らずで少しさみしい運動会で
すが、子どもたちは元気に競
技をしていました。
台風の被害は大丈夫でした
か。前回大雨の時は佐藤会員
のお店は床上浸水でした。今
回は岩野会員のお店が海水の被害を受けたようで
す。お見舞い申し上げます。

先日、第１グループ青少年交換委員会があり、今来日している生徒はつつがなく生活しているようです。
来年１月までは派遣生の矢島さんのご家庭でお世話になり、次は留学生を専門で受け入れしてくれている
所でお世話になる予定です。来年度の派遣生の募集では１４名が応募しています。９名を選考しますが、
第１グループからは応募していません。しかし、受け入れは第１グループでも１人見なければなりません
ので、皆さんのお力をお貸しいただきたいと思います。
幹事報告

土田

新入会員
三木証券支店長

成明 会員

齊藤弘一会員へバッジの授与
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出席報告

松浦

・会員総数：23 名

本日出席：10 名

欠席：13 名

功 会員

出席率 43.5%

・MAKE UP：秋本清道（青少年交換委員会） 以上により、出席率は 47.8％となります

ニコニコ BOX 報告
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イニシエーションスピーチ

台風の被害は大丈夫でしたか。

・土田成明

近藤支店長、よろしくお願いします。

・奥山浩司

入会おめでとうございます。
よろしくお願いします。
横浜銀行三崎支店

近藤竜一郎支店長

みなさんこんにちは。この度三浦ロータリークラブに

入会させていただきありがとうございます。どうぞよろ
しくお願いします。今日は急遽お話を頂戴しましてお聞
き苦しい点もあると思いますけれども何卒ご容赦くださ
い。私の生い立ちや横浜銀行での仕事であるとか、家族
のことなどをお話しさせていただこうと思っています。
私は昭和４４年１０月２０日生まれの４８歳でございま
す。今横浜の港南区日限山というところに住んでおりま
して、妻と中３の長男、小１の次男と４人で住んでおり
ます。隣に私の母親が住んでおりまして結婚後１０年く
らいは家を出て賃貸に住んでいたのですが、１４年前に
父親が亡くなったことや、長男が小学校にあがるという

機会もあってもともとの実家を立替えて完全な二世帯ではなく敷地内に小さいお家を２つ建てて住んでおりま

す。私の父親は岐阜県の出身でございまして、平成１６年に６５歳でなくなっているのですがもともと信託銀行
に勤めておりました。母親は愛知県の出身です。父親が信託銀行員であったこともあって転勤で全国に行ってお
りまして私はちょうどたまたま東京の時に横浜の三ッ沢に社宅があったところで生まれているので横浜生まれと
いう事になります。

そのあと東京とか関西の西宮に異動があってそれに伴って転勤しておりました。小学校５年の時に父親が横浜に
転勤になりましてその時に現在の住まいの横浜市港南区日限山というところにちょうど京急不動産が分譲した京
急ニュータウンという分譲地がありましてそこに父親が建売を買い、移ってきました。そこからはずっとそこに
住んでいるのですが私も小学校の時に横浜市立日限山小学校に転校しました。中学もそのまま地元の公立の横浜
市立日限山中学校に進みまして部活はサッカー部に入っていました。高校は本郷台にある神奈川県立柏陽高校に
入りました。高校では同じ中学の友達とかがいたり、身長を伸ばしたいという意向もありましてバレーボール部
に入り楽しく過ごしました。大学受験を迎えて勉強ではどちらかというと理数系より文系が得意でして、銀行員
なのにどうして数学出来ないのに銀行なんだという話もあるんですが地方銀行で営業店に限れば数学などの能力
よりは対人のお客様との交渉とかお客様にかわいがられる人柄であるとか話を聞いて物事を整理し、組み立てて
いくみたいな能力が重要な業界だなと感じております。大学は青山学院の経済学部に進みまして２年間を当時厚
木にキャンパスがありまして２年間、厚木に２年間２年間渋谷の青山キャンパスで過ごしました。こちらもいい
学校でちょうどバブルの絶頂期の学生でありまして平成元年に大学１年だったのですが、非常に世間も華やかな
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時代で楽しい学生生活を過ごさせてもらいました。就職活動については当時は今と違いリクルーター制といって
自分の大学の OB に電話をかけて面接をしてもらって大学の中で選抜してもらうという仕組みになっておりまし

た。ちょうどいろいろなメーカーとかいろいろ業界もまわったのですが、その時の OB が非常によい方で会社の

いいところ、悪いところも隠さず教えてくださったこともあったり、地元に勤めることのメリットを考えて横浜
銀行に就職させてもらいました。それが平成５年の４月でございまして初任店は東戸塚駅前支店に勤務になりま
した。横須賀線ができて非常に土地の資産価値が一気に上がって地主さんにアパートみたいな収益物件を建てて
もらったり、建設会社向けのご融資だったり周辺のマンション向けの住宅ローンが盛んな支店でした。当時横浜
銀行すべての支店が融資機能をもったフルバンクの組織だったのですが、平成５年総合職で１７０名、一般職で
３００名以上の大量採用時代でした。東戸塚駅前支店では法人の営業

と個人の営業と両方させていただいていろいろな勉強をさせてもらいました。

入行して３年後の平成８年に横須賀支店に転勤になりました。横須賀支店は当時から横浜銀行の中では役員が勤
める大きい中核店舗でありまして法人様個人様ともに取引率が非常に高くて地元の中でも存在価値のある仕事を
させていただきました。そこでも法人の企業様相手の営業とそのあと個人のアパートローンなど、資産家向けの
融資を２年くらい担当しまして、この平成８〜１２年の間になるんですが平成１０年ごろが金融機関では金融危
機のあった時代でございまして、個人的にも厳しい営業活動をしていた時代ですが、逆に勉強になった支店でし
て、支店の雰囲気も非常に良くて今でも当時の横須賀支店のメンバーと今でも飲みにいく機会があります。

プライベートでは横須賀支店時代に社内結婚をしまして家内は横須賀の出身でご両親は今も住んでおります。
平成１１年に結婚しました。平成１３年にたまプラーザ支店に異動しました。

たまプラーザ支店は東急田園都市線の中心的な開発の地域で鷺沼、あざみ野や青葉台の港北ニュータウンと重

なって個人の資産家が多くて横浜銀行の個人戦略の中でも重要な位置づけの店でございましてそこで資産家向け
のご融資の仕事を営業でさせていただきました。ここでもお客様や上司に恵まれ平成１８年に横浜駅前支店に着
任をしました。この時代に長男が小学校に入るタイミングで家を建て替え、次男が生まれております。東日本大
震災のあった平成２３年に希望が丘支店というところで初めて支店長を拝命しまして、着任しました。希望が丘
は相鉄線の住宅地で、希望が丘高校があったり、学校や住宅が多くて個人の取引が中心のお店でした。最初は自
分に支店長が務まるか不安でしたけれども、ここでも当時のお客様や周りの行員にも恵まれて無事に勤めさせて
いただくことができました。支店長になって２年後平成２５年に人財部といういわゆる人事部に異動しました。
現場で営業しかやってこなかったものですから、自分にとって初めての本部経験となりまして人事役という仕事
をしたのですが、経験として非常によい経験をさせていただいて、銀行にとっても社会にとってもそうですが、
人を育てることがいかに大事なことか痛感させられた勉強になった期間でした。そのあと、平成２７年の８月に
横浜の神奈川区にある六角橋支店の支店長を拝命し着任しました。六角橋支店は昭和２年に始まる横浜銀行の中
でも歴史のある支店の１つなのですが、こちらも法人個人のお客様ともに多く、浜銀六角橋懇話会という昭和２
６年から続くお客様の会がある、当行でも一番古い会があるお店で地元貢献の必要な銀行としてはありがたいと
ころで仕事をさせていただきました。

先日平成２９年１０月に三崎支店の支店長を拝命しまして着任させていただきました。三崎支店も横浜銀行の

中で古い歴史のある支店でございまして横須賀支店も経験しているので地域的なものはイメージしていたものも
あったのですが着任してみてそれ以上にお客様とのつながりがあるので地方銀行冥利につきる支店だなと思って

おります。三浦ロータリークラブにもお世話になることになりまして、
前の六角橋支店の時には神奈川ロータリー
クラブに参加させていただいていたのですが、ロータリークラブの歴史を見させていただいて日本のロータリー
クラブというのは大正９年の１０月に東京ロータリークラブの発足に始まっているということですが、実は横浜
銀行の前身の横浜興信銀行が、 同じく大正９年の１２月に創立されておりまして今度２０２０年東京オリン

ピックのときが１００周年ということになります。非常に縁があって横浜銀行の支店は各地のロータリークラブ
に入れて頂いていると思うのですが、同じ歴史をもつありがたいことがあるなと感じています。私も三浦ロータ
リークラブでみなさんとお会いすることができまして、これから若輩ではございましてご迷惑おかけすることも
たくさんあると思いますが、一生懸命頑張りたいと思いますのでどうぞご指導をよろしくお願いいたします。
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三浦ロータリークラブ

創立５５周年準備にむけて

秋本 清道 会長

今は、５５周年に向けての準備会とさせて頂いています。年明けに数回の準備例会も設けさせていただ
いていますが、年度のはじめに大きな形での式典等は行わず、例会形式の形でさせて頂くとお話をさせて
頂きましたが、準備としては、０に近い状況です。芹川会員に担当委員長としてお引き受けしていただい
ていますが、ご承知の通り、お仕事はされていますが、年内はクラブの例会は欠席したいとのことです。
私の意向はお話をさせていただいてご理解をしてもらっていますが、そんな状況です。例会形式であると
はいえ、テーマを持って行わなければなりません。３回目の会長をさせて頂いていますが、各会とも青少
年教育に関わるテーマで、やらせて頂いています。先日渋谷氏を招いての海洋教育のお話のように「三浦
の海は世界一」をコンセプトに例会をしたいと考えています。準備は０に近いと言いましたが、若干の手
配はしています。
会場はうらりの市民ホールをおさえさせていただいています。間一髪、数日違いで取れないところでした。
市民ホール内での例会、懇親会を計画しています。内容については「三浦の海は世界一」をテーマに三浦
の子どもたちが、海について学んでいる体験を名向小学校６年生に発表してもらおうと、渋谷氏を通して
すでに了承をして頂いています。
名向小への御礼は名向小も創立５０周年だそうですが、みうら学・海洋教育研究所を通して、名向小の必
要な教材を寄贈させて頂こうと思っています。例会は子どもたちのこの発表をメインにしたいと思ってい
ます。また、東大三崎臨海実験所への支援も出来たらと考えています。
招待者については、あまり手を広げないようにとは思っていますが、なかなか難しいところもあります。
ロータリー関係では、ガバナー、ガバナー補佐、第１グループ５クラブの各三役、須坂 RC、高岡北 RC
の基本的に三役、及び会員。そして市長、議長（はと思っていましたが、私が専務理事をしている会の理
事長でもありますので、声をかけないわけにもいかないのかなと思っています。
）小泉進次郎衆議院議員
なではと思ってはいますが、何やら当クラブが５５周年というのを知っているようなので、当日時間が空
いていそうならお願いしますぐらいに声をかけさせて頂いてもと思っています。
いずれにしても、この記念例会に向けての準備を進めていかなければなりません。招待者への案内状作成、
会場のレイアウト、看板、車の対応、懇親会の食事、飲み物の手配、記念品はどうするか等、会員の皆さ
んで手分けをして検討し準備を進めていかなければなりません。三役が進めていくのだろうと思っている
人もいるかもしれませんが、そうは問屋がおろしません。一人ひとり、自分の出来る分野があると思いま
すので積極的にお力を貸していただきたいと、とりあえず本日は、皆さんの５５周年へ向けての意識を持っ
ていただくことで終わらせていただきます。
実施に向けての組織づくりをさせていただき、連絡をさせていただきますので、よろしくお願いします。
55 周年例会準備組織図
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