
第２３５１回例会報告議事録
日時　２６年８月２６日（火曜日）
場所　ホテル　マークワン　我孫子
時間　１２：１５点鐘

ロータリーソング「奉仕の理想」
ゲスト：なし

　だいぶ気温が下がり過ごしやすい日がここ二日くらい続いています。広島で大変な災害があり
ました。死亡者が５８名、行方不明が２８名ということで、大変痛ましい事故がありました。礼文島
でも土砂災害でお二人亡くなられています。夜中の豪雨で避難勧告が遅れたとかいう話しもあ
りますが、行政の方 も々大変だなと思います。夜中の２時３時に豪雨が降って避難勧告が出て、
外を見たら車が流れてくる状況の中でどう避難したらいいのかと思います。礼文島については、
行政の避難勧告についての具体的なマニュアルが不完全だったそうです。行政の方は大変だ

なという思いと、備えが大切だなと感じました。謹んでご冥福をお祈り致します。
　８月２３日の土曜日に会員増強・退会防止の委員会が地区の方でありました。村越会員から後ほどご報告があると
思います。
　２４日には米山奨学委員会には鈴木委員長と松本ガバナー補佐が行ってくださいました。
　クラブ活動計画書が出来上がりました。４０ページの２行目にＤＮＰとありますが、ＤＬＰと直していただければと思
います。丸田委員長、ありがとうございました。今回、クラブ細則をＤＬＰに合わせて若干変えさせていただきました。
事後承認ということになりますが、９月の理事会でご承認いただいて、皆さんにご承認いただければと思います。
　先日の理事会で５０周年特別委員会に塩毛会員に新たに就任して頂く事が決まりました。本日委員会があります
ので、例会の後よろしくお願い致します。
　今日から卓話がいよいよ始まります。会長報告は以上です。

上村文明会長会長挨拶

３件報告がございます。
・来年の２月１１日（水）祝日の宝塚宙組公演ですが、人気が高く４ヶ月前でないとチケットが取れ

ないため、早いのですが出欠を取らせて頂きます。是非参加の方よろしくお願い致します。
・１０月２１日（火）の大歌舞伎を予約しようと思っております。十七世 中村勘三郎 十七回忌と

十八世 中村勘三郎 三回忌 追善です。９月７日までに出欠票の回答の方をお願い致します。
・地区大会のゴルフコンペ、キングフィールズは残念ながら我孫子ＲＣは行けなくなりましたので、
９月３０日（火）親睦ゴルフを計画しております。藤ヶ谷カントリーの予定です。柏東さんと合同で
やるか検討中です。詳細が決まり次第、お知らせ致します。

荒井委員長親睦委員会報告

　先週８月２３日（土）に千葉のポートプラザで２７９０地区会員増強・退会防止セミナーが行わ
れ、服部幹事と二人で行って参りました。今年の目標が「目指せ、２７９０名」ということで、各クラ
ブが１名ずつ純増すると２７９０名になるそうです。
　最初にパネルディスカッションが行われ、昨年度、会員増強に成功しているクラブがノウハウを
語ってくださいました。全体的に減っている中で、増えているクラブもあるということで、市川、大
原、千葉西、成田コスモポリタンが５名増え、千葉南ＲＣは７名増えたそうです。

　クラブ全員で拡大することが大事だそうです。７名拡大した所は例会後に毎回、拡大の為の会議を開いているそ
うです。紹介されたらすぐに対応する、オープン例会をして広くロータリーを知ってもらう等色々な試みをして純増し
たそうです。退会を防ぐには、一番は例会を活性化させることとのことでした。新入会員は退会する率が高いとのこ
とで、オリエンテーションをきちんとする、すぐ役職を与えてしまう、という正に私のケースがそうですが、責任感が増
して退会しずらくなるそうです。
　女性会員をどうやって増やすかということについては、何人かまとめて入っていただくとよいとのことです。
　第２部は２４のテーブルに分かれて、ディスカッションをしました。やはり会員拡大は会員全員が動く事が大事だとい
う話しが多かったです。

村越委員長会員増強・退会防止委員会セミナー報告

２０名出席（全員で２６名）　出席率７６.９％
依田委員長出席報告

　鈴木委員長が欠席のため、代理で報告させていただきます。
　留学生の数は多い時で全国で約１２００名だったそうですが、現在７２０名とのことで４割くらい
減っています。寄付金の範囲内で留学生の数が決まるので、予算が減っている訳です。２７９０地
区では２３名の奨学生を今募集しています。中国の方の比率は一時期６０％でしたが、今は３０％
を限度に募集しているそうです。１０分区の中でもあったのですが、奨学生を受け入れた後にお
めでたになってしまい学校に行けなくなる事例がいくつかあった為、選考する時に注意が必要と

のことです。
　色々な国の方を受け入れて、日本の良さを知って頂き、相互理解をして、１０年後２０年後にまいた種が花開き、日
本の良さを理解して頂ける方を育てて行きたいというお話しでした。
　やはり予算があっての話しなので、目標額はお一人当たり１万５千円としたいというお話しでした。

松本会員代理米山記念奨学委員会セミナー報告

　柏西ＲＣが１０月１７日（金）にロータリーデーにちなんで、チャリティーコンペを行います。予定
の調整を取って頂き、できるだけ多く参加して頂きたいと思いますので、宜しくお願い致します。
　ＲＩ前会長を招いての１２分区のＩＭは松本ガバナー補佐と私が参加予定ですが、ご希望の
方がいらっしゃいましたらご参加ください。

丸田ガバナー補佐幹事１０分区からのお願い

　今日まで施餓鬼という行事がありました。私の所の施餓鬼は８月３日に終ったのですが、お手
伝いに行っておりました。
　スリランカの世界遺産の旅を来年２月２３日（月）〜３月２日（月）の７泊８日で予定しております。
高いのですが２５万円の予算です。北海道より少し小さい島ですが、そこに世界遺産が７つあり、
その中の５箇所を巡ってくる予定です。シーギリヤという岩山の上にある城が一番醍醐味があり
ます。スリランカは一年間通して３０度以上ですから、行かれる方は夏の格好で運動靴で来て頂
ければと思います。参加できる方がいらっしゃいましたら、私の方に申込用紙を出して頂ければ
と思います。

志賀会員スリランカ旅行について

・流山中央ＲＣより活動計画書受理。
・９月のロータリーレート＝１０２円
・１０月６日の地区大会記念ゴルフ大会に申し込んだのですが、定員が一杯とのことで参加でき
なくなり、大変申し訳ありません。次年度は早めに申し込むよう、次年度幹事に引き継ぎます。
親睦委員会の方で代わりのゴルフコンペを計画していただいております。１０分区の柏西ＲＣの
１０月１７日のコンペにも積極的に参加していただければと思います。今回は本当に申し訳あり
ませんでした。

服部幹事幹事報告

お名前 メッセージ 金　額
伊藤会員 卓話の協力お願いします。 １,０００円　
井上会員 先週 旅行のため欠席しましたので。 １,０００円　
佐藤会員 広島被災者の皆様にエールを！ １,０００円　
澁谷会員 京都の写真をいただきました。 １,０００円　
服部幹事 地区大会ゴルフ手配の件、申し訳ありませんでした。 １,０００円　
依田会員 あびこカッパまつりが無事終りました。ありがとうございます。 １,０００円　

当 日 計 ６,０００円　
今期累計 ８９,０００円　

ニコニコＢＯＸ

※週報作成者よりお詫び。
　前回週報にて、藤尾会員のニコニコBOX金額に誤りがございました。
　誤）￥１,０００　→　正）￥１０,０００
　累計は、修正済です。
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環境貢献として、「森の町内会」を応援します。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。
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れる岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、年
間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

正式名は慈愍山（じみんざん）観音寺という曹洞宗のお寺です。平将門の守り本尊と伝えられる聖観世音
菩薩が安置されています。 承平2年（932年）将門はこの地に石井戸を開き、近くに観音像を祀り、武運
長久を祈願したと言われています。境内にある首曲地蔵は、平将門の調伏を祈願した成田不動尊を嫌い成
田山にそっぽを向いているという珍しいお地蔵様です。
境内に新四国相馬霊場29番札所があります。

今週の表紙「日秀観音」千葉県我孫子市日秀90番地

日秀観音 とうかつマーチング委員会 ふれあい百景
我孫子編

　プログラム委員会の委員長ということで、第１回は責任を取るということでやらせていただき
ます。次回以降はあいうえお順でやりたいと思っております。是非ご協力をお願いしたいと思い
ます。卓話は私も大変勉強になります。卓話を盛大にしていけたらと思っております。
　銀行に関するお話しをさせていただきます。
　バブル期の終わりの頃の平成２年４月に、一番最初に千葉支店に入りました。９支店経験して
おりまして、一支店につき平均すると３年位いました。

　色んなお客さまがいました。最初の千葉支店で２年目から融資係にいました。１２月３１日に窓口にお金を貸してく
ださいという人がやたら増えました。ちょっとの間だけ借りたいということでした。私は入ったばかりだったので、馬
鹿正直に上司に「困っている人が来ているので何とかしたいのですが」と相談すると、それは返す宛てがない人だか
ら真っすぐ帰ってもらいなさいとほぼ門前払いに近い状態でした。椅子にも座らないで「ちょっとお金貸してくれ」と
まさしく金策に走っている人達が世の中には本当にいるんだなと思いました。
　２ヵ店目が五井支店でした。３ヵ店目が成田支店でした。
　成田支店は新勝寺があるところだったので、お寺さんのお手伝いを結構しました。１２月３０日、３１日にお寺の本
堂のわきのお札を売っている所で集金する仕事もしました。２月の節分までが忙しく、誰かしらお寺で集金していま
した。成田支店は参道道路沿いにある為、通行止めになると苦労しました。
　その後、幕張テクノガーデン支店に１年、稲毛支店に２年半、松戸支店に４年半、五井支店、次に国分寺台支店
で支店長になりまして２年９ヶ月を経て、我孫子支店ということで着任して１０ヶ月になります。
　松戸支店にいた時の話しです。取引先課長ということで、融資の相談がある方が窓口に来ました。新規の飛び込
みのお客様でした。本社は東京なのですが、松戸でお金を借りたいというのは不自然でした。決算書やスコアリング
も良いので、部下に是非融資したいのですがと相談されました。ただ、書類関係があまりにもよくでき過ぎていまし
た。一緒に面談をしたのですが、スーツを着て見た目もしっかりした感じなのですが、顔の真ん中に傷がありました。
現地訪問をしてみると、塗装関係の会社をしっかりしていました。それでも何か胸騒ぎがして、もう少しよく見てみよ
うということでホームページを見ると、社長の顔が載っていました。小さい写真だったのですが、私は違う人だと思い
ました。もっと調べようという事で、決算書をよく調べました。税理士さんに聞いてみようとしたら、税理士さんは癌
で入院していて退院の見込みがないとのことで、それもおかしく思い、別の先生に聞いてみると消費税の計算が間違
っていました。そんなこんなしているうちに融資は結局しませんでした。私以外は融資しましょうという意見で、その
融資をしなかったために支店の成績もダメで怒られたのですが、それから一ヶ月して、その会社が破綻したことがわ
かりました。やらなくてよかったと思いました。窓口にいきなり新規で来る場合は注意しましょう、と思っています。
　今、銀行では反社チェックと言って、反社会的勢力、暴力団関係の取引を未然に防ぎましょうということを結構や
っています。口座を作る時点でチェックしていますが、昔は反社条項はなかったので昔口座を作った人等に関しては
解約はむずかしいのが現状です。
　この間あった話しなのですが、投資信託の新規で調査した時に反社チェックに引っかかった方がいらっしゃいまし
た。良く知っている良い方だったので、実は裏社会につながっている人なのかなと思ったのですが違いました。
　最近は口座を売却してしまう人がいて、それがオレオレ詐欺の温床になっています。口座売却を一回でもやってし
まうと基本的に二度と口座を作れなくなってしまいます。口座がないと就職しても給与振込みもできなくなりますの
で、やはりちょっとおかしいね、となってしまいます。今は、それだけ厳しくなっているので注意した方がいいと思いま
す。
　今日の日経新聞に載っているのですが、銀行口座開設時の本人確認が厳しくなります。今まで本人確認をする時
は、免許証か保険証のコピーということで顔写真なしでもＯＫだったのですが、これからは顔写真付きにしていきま
しょう、ということになっています。免許証がない場合は、郵送でやり取りして、別のものを持って来て頂いたりして
います。

伊藤会員卓話


