
第２６４０回例会報告議事録
日時　令和３年４月２７日（火曜日）
場所　ハート柏迎賓館
時間　１２：１５点鐘

ロータリーソング「手に手つないで」
ビジター	:	なし
S.A.A.: 小池喜之	

　この度はうちの研究センターの博士学生を米山財団の奨学生として採用していただきありがと
うございます。
　私どもの研究室は交通工学の中でも最新の交通手段や、そこから得られる交通データを解析し
ていろいろ役立てていこうという勉強をしています。産官学の関わりも多く、今の実験は国土交通
省の関東地方整備局や埼玉市等と協力して実施しています。それらのデータを研究室で解析し
社会に還元しています。民間とも関わりながら社会をより良くしていこうという思いで研究していま
す。
　呂さんは去年から私どもの研究室に加わりましたが、コロナの中でオンラインでしかなかなか会
えず指導が行き渡らなかったかなという思いもあります。本人はすごくやる気のある、学ぶ意識の
ある学生ですので、是非ともロータリー財団の我孫子クラブさんの方でコミュニケーションを取って
いただいて、呂さんの成長につながるいい機会になればと思います。今後ともよろしくお願いいたし
ます。

東京大学 空間情報科学研究センター 准教授 日下部貴彦様ご挨拶

　３週間振りに皆さんとお顔を合わせることができました。その間も新型コロナウ
イルスの拡大が収まらず、我孫子市も蔓延防止等特別措置の対象地域に指定さ
れてしまいました。２８日、明日から飲食店ではアルコールを昼間でも提供できませ
ん。生活する上でも制限される状態になっています。
　今日、例会後に臨時の理事会を開催させていただき、５月以降の例会をどうす
るか、６月８日に予定している５５周年記念例会をどうするか理事の皆さんにお諮

りしたいと思っています。
　本日は鈴木ガバナー補佐、森市ガバナー補佐幹事がお見えです。先週の合同例会が中止にな
りましたが、本来であればその時にゴルフ大会の表彰や財団への寄付の表彰をする予定でした。
各クラブを廻るそうなのですが、我孫子クラブに最初に来ていただきました。ありがとうございま
す。
　本日は京葉銀行湖北台支店の堤支店長の後任の齋藤支店長に卓話をしていただきます。楽し
みにしております。どうぞよろしくお願いいたします。

村越会長会長挨拶

　お父様のお見舞いに明日から中国に帰国する為、４月、５月分の奨学金を授与。
ご挨拶　米山奨学生 呂 蘇幸さんより
　２ヶ月間ですがお世話になり、ありがとうございました。２回の例
会で皆様の優しさと暖かさを感じました。誠にありがとうございまし
た。父親の付き添いの為に中国に行きますので、２ヶ月後にまた例
会に参加させていただきます。引き続きどうぞよろしくお願いいたし
ます。

村越会長米山奨学生　呂 蘇幸さんへ米山奨学金を授与
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　２月に予定しておりましたＩＭ、今回の２３日に予定していた合同例会も中止とさ
せていただきました。頑張ってやろうと思ったのですが、地区の研修協議会も中止
になり、止むを得ず中止とさせていただきました。
　私が一番重点を置いていたＩＭがなくなったのが一番残念でした。本来は上村
さんに前年度の記念品の贈呈をして差し上げたかったのですが今日は欠席との
ことですので村越会長に代理で受け取っていただきたいと思います。

　７月１日より３月末日をもってグループの財団コンテストを行いました。我孫子クラブさんは第５位
でした。２０１８年の時の寄付実績より倍以上の数字を出していただきました。ご協力、本当にありが
とうございました。年次寄付とポリオの寄付の合計を人数で割ると１５０ドルでした。年次寄付の目
標だけで年間１５０ドルです。あと２ヶ月ありますので、できればもう少し寄付をいただければと思い
ます。

鈴木桂三ガバナー補佐ご挨拶

村越会長齋藤会員へバッジと四つテストを授与

鈴木ガバナー補佐より記念品の授与

　４月９日、藤ヶ谷カントリークラブで行われました合同ゴルフ大会に多くの方に参
加していただきました。誠にありがとうございました。
　ドラコン賞の依田会員、ニアピン賞の小池会員、１５位の梶会員、第５位の小池
会員、おめでとうございます。

森市ガバナー補佐幹事ゴルフ大会の表彰

ドラコン賞	依田会員 ニアピン賞	小池会員 第5位	小池会員



　地区からの報告です。
　４月１７日に地区の補助金の合同選考会がありました。我孫子クラブは補助金
が通りました。
　翌日１８日は第４回の地区委員長会議に参加して来ました。各委員長ならびに
統括委員長から今後の地区活動の予定報告がございました。
　４月２６日の地区研修協議会は延期となりました。それに伴って５月のゴールデ

ン明けに各地区委員長ならびに統括委員長でYouTube用のビデオ撮りがありますので参加して
きます。

藤本会員社会奉仕委員会報告

　この度　我孫子ロータリークラブに入会させていただいた京葉銀行の齋藤で
ございます。
　前任の堤支店長との引継ぎでご挨拶をさせていただきましたが、銀行の引継は
とても短く多くの方々にご挨拶させていただきますので、まだお顔と名前が一致し
ておりません。
　名刺交換させていただいた会員の皆様にはあらかじめお詫び申し上げます。本

日は初めての卓話ということで、自己紹介をさせていただきたいと思います。眠気を誘いましたら申
し訳ございませんが、おつきあいいただけたらと思います。
まずは私の経歴についてお話しします。
　私は平成4年、バブルがはじけたとはいえ、まだまだ景気は良く、金融業界ももれなく大量採用の
売手市場という、めぐまれた環境のなか京葉銀行に入行いたしました。
　特に就職活動もせず、親戚に京葉銀行で役員をされている方がおり、どうせ就職するなら銀行
はどうか？と声をかけてもらったことがきっかけでした。
　振出は蘇我支店に配属され、初めの2年間を内勤業務で銀行の事務を学びまして、	3年目から
営業（いわゆる渉外）となりました。これが当時の一般的なパターンでした。

齋藤会員卓話

本日は特にございません。
栁田委員長親睦委員会報告

・例会変更のお知らせ
　柏西ＲＣ	 ４月３０日（金）休会
	 	 ５月以降の例会は東京都の緊急事態宣言の期間等により改めて
	 	 判断するそうです。
　柏ＲＣ	 ４月２８日（水）ZOOM例会に変更
	 	 ５月５日（水）　祝日休会
	 	 ５月１２日（水）ZOOM例会に変更
	 	 以降の例会については地域の状況を鑑み検討するそうです。
・５月９日（日）に予定していた地区大会は、各クラブの会長幹事のみの参加で開
催する予定でしたが、コロナの関係で中止となり、今回、YouTubeオンライン
配信に変わっております。後ほどＵＲＬは事務局よりご案内差し上げます。どうぞ
よろしくお願いいたします。

倉持幹事幹事報告

２４名（出席免除者含む）出席（全員で３２名）　出席率７５.００％
業務による欠席者	：	荒井会員、梶会員、三枝会員、寺井会員、日暮会員、
	 	 福武会員、前田会員、湯下会員

関根会員（代理）出席委員会報告



　今はあまり見かけなくなりましたが、当時は若手の渉外はカブというバイクで雨の中でもカッパを
着てとびまわっていました。
　当時は営業実績は訪問件数に比例するとの考えから、ひたすらお客様のところへ顔を出すたい
した知識も、要件もないのですが、一日中お客様まわりをする日々 でした。
　銀行員は2〜3年で異動になります。私もだいたい3年毎に、八日市場支店、鎌取支店、茂原支
店、姉崎支店、八千代支店、馬込沢支店、本店営業部とあっちこっちに配置され、そのほとんどを、
ひたすら営業活動ですごしました。
　今は本部に営業やシステム等の専門部署や外部提携先など様々な選択肢がありますが、当時
はとにかく外回りをやらされたものです。
　昔はあたりまえの、厳しいノルマのプレッシャーやサービス残業と言われる夜遅くまでの稟議書
作成、休日出勤などにより、なんとか一人前の銀行員に成長することができました。
　現在の職場環境に置き換えますと、ブラック企業ということになるのでしょうが、当時はあたりま
えで、その環境に疑問を感じることはありませんでした。
　そして45歳の時に支店長職となり、柏市内の住宅街にあります、つくしが丘支店勤務を拝命しま
した。アーバンパークライン（東武野田線）の新柏駅が最寄りになります。
　閑静な、そして成熟しきった住宅街と、アパートやテナントを所有する地主がメインの市場でし
た。
　比較的裕福といいますか、経済的に余裕のある方が多く、個人の資産運用や相続対策などのコ
ンサルティング業務を中心に営業しておりました。
　そこでの3年間は初めての支店経営ということで、真摯にひたすら前向きに仕事に取組みまし
た。
　特に柏市内なので、夜の街関連も昼以上に頑張ってしまい、千葉市内にある自宅まで何度タク
シーで帰ったか分かりません。
　そして次に佐原支店に転勤いたしました。
　すでに会員になられている千葉興業銀行の三枝支店長も同じ佐原支店勤務でした。特に香取
市の佐原は歴史的にも文化的にも独特の町で、そこに店舗を構えている6つの金融機関の支店長
は代々非常に親密で良好なお付き合いをしていました。
　また初めてロータリークラブに入会させていただいた事もいい経験になりました。
　ここで少しだけ佐原ロータリークラブについて触れたいと思います。
　ご存知の方も多いかと思いますが、佐原地域は、江戸時代より商人の町として栄え、江戸に負け
ない「江戸優り佐原」という高い自意識を持ち、地域のために裕福な商家の旦那衆が、積極的に
地域活動に参加し多額の投資、寄付を伴う自治的な運営を行っていました。それは現代にも及び、
ユネスコの無形文化遺産に佐原の山車行事が選ばれたり、町並みが日本遺産に選ばれるなど、そ
のような旦那衆によるところが大きいのです。
　そのような歴史的背景において昭和32年（1957年）に佐原ロータリークラブは創立されまし
た。会員は先に話しました旦那衆及び旦那衆の子供や孫にあたり、会員は46名です。
　最年長は92歳、最年少は46歳、平均年齢66.	22歳という非常に大人の世界といいますか年長
者の集まりといった感じでした。
　私も含め40代、50代は若造であり、夜間例会ではいつもたくさん飲ませていただきました。
　卓話に関してはどちらかといいますと、皆さん話したがりで滅多に順番が回って来なかったので
いつも安心していました。
　しかしながら楽しくすごさせていただいた例会も、コロナの影響でこの半年はほとんどが休会とな
りました。やはり高齢者が多かったので慎重にならざるをえなかったのが残念でした。
　このような一般的な銀行員生活を過ごしてきましたが、それゆえに自己紹介だけでは話題がもた
ないので、ここから第二部に入らせていただきたいと思います。
　前勤務地である佐原支店での京葉銀行の取組みをお話させていただきたいと思います。お手
元に簡単な資料をお配りしておりますので、興味をお持ちいただけたらご覧下さい。先日、我孫子ロ
ータリークラブの名誉会員でもあります、星野市長にお話しを伺いました。都心から30キロ圏内に
位置し、東京のベッドタウンとして発展してきた我孫子市。
　大規模な宅地開発が始まった1970年代からおよそ半世紀が経過したことによる東葛地域でもト
ップクラスの高齢化が課題とのことでした。
　しかしながら地域の課題としては、もっと深刻な問題を抱えている市町村があります。それが佐原
（香取市）です。
自己紹介の中で少し触れたのですが、江戸時代から利根川水運の集積地として近隣の農産物や
醤油などが集められ、江戸へ船で運んでいました。

（次ページへ続く）



　江戸を支える食料を送り出す拠点として、江戸の街以上に栄えた、賑やかな商人の街でした。
　ところが時代の流れで、運送手段が水運から鉄道に代わってしまい、佐原の商家町はその賑わ
いを失ってしまうのです。
　さらには独自に栄えた町の旦那衆は、外部の人間を受け入れず排除する文化があり大手の資
本などの参入も断り続けました。
　昔は近隣、近県の人々は佐原へ買物に出掛けましたが、佐原に受け入れてもらえなかった大手
資本は成田空港で勢いを増す成田市周辺へ出店していきました。
　そうなると人の流れは大きく変わり、佐原には誰も買い物に来ることもなく、経済は衰退してしま
ったのです。
　またよそ者に厳しい佐原地区に転入者は少なく、高齢化も相まって、今では年間に1,	 000人ず
つ自然減が進む、人口減少が課題となりました。
　これは千葉県の一部の地域に限ったことでなく、日本全国にも及んでおり、そこから東京一極集
中を是正し、地方の人口減少に歯止めをかける政策が始まったのです。
　それが、第二次安倍政権で掲げられた「地方創生」なのです。
　そこで、従来地域経済活動の中心的役割であった地域金融機関が、地方創生に積極的に関わ
るようになったのです。
　香取市には香取神宮に奉納されている国宝	・	重要文化財等や歴史的建造物が多数あります。
　また成田空港に近いという立地を活かすことで、国内外から新たな観光客の誘致による消費拡
大が期待できることから、観光による町おこしを始めたのです。
　香取市、佐原商工会議所、香取市商工会、佐原信用金庫、㈱地域経済活性化支援機構（ＲＥＶＩ
Ｃ）と京葉銀行で観光活性化に向けた連携協定を締結しました。
　あわせて佐原信用金庫、ＲＥＶＩＣ、京葉銀行で「千葉・	江戸優り佐原観光活性化ファンド」を設
立したのです。
　従来からも観光コンテンツはありますので、観光客は訪れていたのですが、狭いエリアなので日
帰り、もしくは成田空港を利用する訪日外国人のツアーの最初か帰国する直前の一時的な見物に
とどまっており、消費に結びついていなかったのです。
　そこで、宿泊施設を造り、滞在型の観光地にすることで消費拡大を目指しました。
　事業コンセプトは、町並み全体をホテルと見立て、地域の暮らしに溶け込み、暮らすように泊まる
という新たな宿泊施設の形です。
　特に小野川沿いの町並みは、日本政府が認定する伝統的建造物群保存地区に認定されてお
り、成田空港から最も近い本物の歴史地区でもあります。
　そこで、歴史的商家や古民家、遊休物件を宿泊施設や飲食店などにリノベーションし、地域の町
並みに合わせて再生、利活用します。
実際に開発に関わると、建築の規制は厳しく、一部解体してみると想定以上に傷んでいて予算オ
ーバーになったり、とにかく古民家を再生、改修しなければなりませんので、新築した方があきらか
に簡単で安くできるという苦労の連続でした。現在では一棟貨タイプで１０棟１３室が営業してお
り、地元の食材やお酒を生かした高級フレンチを提供する、高級古民家ホテルとして高い評価を得
ています。
　コロナ禍ではありますが、一棟貨とういうことから稼働率は良好となっています。そして今回新た
に馬場本店酒造様という蔵元の所有していた酒蔵を改修しまして、ホテルのフロントを兼ねたバン
ケットルームをオープンさせました。
　ここは香取神宮で挙式を挙げ、披露宴会場として利用いただける立てつけになっています。丸々
２年以上の会議、打ち合わせを行ない、３億円以上投資し完成にこぎつけたもので、３月にオープン
しましたが、さすがに出来上がった施設を見ますと感動しました。
　このＰＪはもうしばらくは客室を増やし、チャレンジショップや物販店を開発して、多くの観光客を
受入られるように整備していく予定です。
　ぜひ、皆様もあまりに近すぎて宿泊される方はいないかもしれませんが、２００年以上前の昔の江
戸を感じられる佐原で、特別な時間を体験していただけたらと思います。
　まとまりのない卓話となってしまいましたが、これからは我孫子ロータリークラブの一員として、諸
先輩方と有意義な時間をすごさせていただければ幸いです。
ご清聴ありがとうございました。



小池会員より一言
　５位とニアピン賞をいただきまして、ありがとうございました。
　１ヶ月位前にぎっくり腰をして痛めていて、後半かなり腰の具合が悪くてバテていたのですが、た
またま力が抜けて良かったのかなと思います。
　ニアピンはどこだったか全く覚えていないのですが、ドラコンだけは覚えています。けっこうあたっ
たのですが依田会員に抜かれました。

依田会員より一言
　ドラコン賞をいただきまして、ありがとうございました。たまたま奇跡の大当
たりをしまして気づいたらドラコンでした。非常に天気もよくて楽しくゴルフが
できました。今度また我孫子でも親睦コンペができたらなと思っていますの
で、どうぞよろしくお願いいたします。

ゴルフコンペについて
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我孫子ロータリークラブは、
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。

環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」です。この活動に
賛同して「印刷用紙」や「コピー用紙」を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進さ
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。

ロータリーの友事務局　ホームページwww.rotary-no-tomo.jp　メールはweb@rotary-no-tomo.jp

今週の表紙「鈴木屋本店」千葉県我孫子市寿1丁目10番21号
国道356号線沿いにある創業1879年（明治12年）という老舗の割烹です。現在の建物は昭和30年代に建てら
れました。全室和室の個室でゆっくりと日本料理を味わえます。大広間には舞台があり、お稽古事等の発表会
もできます。毎月一度、日曜の夕方に「わいわい亭」という寄席が開催されています。おいしい料理、行き届
いたサービスにも定評のあるお店です。

ニコニコＢＯＸ

お名前 メッセージ 金　額
村越会長 齋藤会員	入会＆卓話ありがとうございました。 ２,０００円　
上村英生会員 齋藤会員	今後ともよろしくお願いします。 １,０００円　

小池会員
齋藤会員	卓話ありがとうございました。
また、１１Ｇ合同ゴルフ大会において５位（村越会長賞）を頂き
ました。ありがとうございました。

５,０００円　

齋藤会員 我孫子ロータリークラブのみなさま、
これからよろしくお願いします。 １,０００円　

佐藤雅教会員 卓話ありがとうございました。 １,０００円　
関根会員 齋藤会員	卓話ありがとうございました。 １,０００円　
服部会員 齋藤支店長	卓話ありがとうございました。 １,０００円　
藤本会員 齋藤会員ご入会おめでとうございます。 １,０００円　
依田会員 奇跡のドラコン頑張りました。小池さん	すいません。 1,０００円　

当 日 計 １４,０００円　
今期累計 ４７５,０００円　

ニコニコＢＯＸ

　齋藤会員、卓話ありがとうございました。入会ありがとうございました。
　今日この後、臨時理事会を開きまして５月以降の例会をどうするか話し合いたいと思います。中
止するようなことがありましたらご連絡いたしますので、コロナに負けずに十分注意して生活してい
ただければと思います。
　例会を閉会いたします。点鐘します。

村越会長閉会の言葉


