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来月：ロータリー財団

１０月２１日例会より

『イニシエーションスピーチ』
《田所会長挨拶》
皆さんこんにちは。本
日は、午前中から、多
くの会員の皆さんに、
「ポリオ根絶看板」の
除幕式に、参加いただ
き誠にありがとうご
ざいます。
皆様のご協力により、国際ロータリーのポリオ
根絶活動と足並みを揃えた、素晴らしい記念事
業が出来たと思います。
本日は、北茨城ロータリークラブより、村山
潤一会長と荒川真吾幹事の御二方がお出で下さ
いました。北茨城ロータリークラブからは、
５０周年記念に対する祝電が届いております。
また、先ほど、村山会長からお祝いの金一封を
頂戴いたしました。誠にありがとうございます。
ご厚意に感謝申し上げます。
さて、５０周年記念事業につきましては、①
ポリオ根絶看板の設置。②小中学校へのロータ
リー関係の図書の贈呈。③ロータリー財団、米
山記念奨学会への寄付。の三つの事業を計画し
ておりました。
看板の設置につきましては、本日素晴らしい
除幕式が実行できました。
図書の寄贈につきましては、１９日（月曜日）
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に、鈴木啓志実行委員長代行、小森勇一直前会
長、私の三名で、大部勝規市長を表敬訪問し、
贈呈式をさせていただきました。
また、高萩市学校長会会長であります秋山中
学校の岡部晃美校長先生に、図書寄贈のお願い
をして参りました。学校長会議が２９日に開催
された後に、各学校に、「米山梅吉ものがたり」
をお届けいたします。
ロータリー財団と米山記念奨学会への寄付に
つきましては、過日、ガバナー公式訪問の時、
池田正純ガバナーに対しまして贈呈式させてい
ただきました。財団と奨学会には、それぞれ
１０万円を、今月中に送金をいたします。
記念事業につきましては、計画した事業を、
ほぼ完了することができました。
記念誌の発行につきましては、小森勇一、記
念誌委員長が、最終的な取りまとめをしている
とろでございます。たいへんお世話様になりま
す。
２５日（日曜日）は、
「創立５０周年記念例会」
です。３０名以上の皆さんが出席になっており
ます。招待者なしで、会員のみの、記念例会と
なりますが、実行委員会の皆さんのご尽力によ
り、楽しい、有意義な、例会にしたい、と思っ
ています。
皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。
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言行はこれに
照らしてから

1.真実かどうか

2.みんなに公平か

3.好意と友情を深めるか

4.みんなのためになるかどうか

本日の例会は、イニシエーションスピーチ
でございます。佐々木 聡（さとし）さんが担
当です。よろしくお願いいたします

《本日のプログラム》
イニシエーションスピーチ
佐々木聡 会員
（常陽銀行高萩支店長）

《本日のお客様》
2020-21 年度北茨城 RC 会長
2020-21 年度北茨城 RC 幹事

皆さんこん
にちは。今日
はよろしく
お願いしま
す。
私は現在、自
宅は水戸市
内ですが、高
萩へ単身赴任しております。家族構成は妻と
2 人の息子です。本日、私がお話しするテーマ
は「地方銀行はどうなるのか」ということに
ついてです。
〇地方銀行が置かれている環境
・低金利と人口減少のダブルパンチによって、
地方銀行が最大のピンチを迎えている。
・預貸率が今後 20 年間で 30％まで低下する
銀行が出てくる
〇近年、地銀経営統合の動きが活発化
・めぶきフィナンシャルグループ
常陽銀行と足利銀行の統合（2016 年）

村山潤一様
荒川真吾様

《村山潤一 北茨城 RC 会長挨拶》
高萩 RC 創立 50 周年を
迎えられましておめで
とうございます。本日
は荒川幹事と共にお祝
いにあがりました。
1970 年 10 月 30 日に設
立され、時のガバナー
は、岡崎藤麿様（水戸
RC）スポンサーは日立 RC、初代・二代と会
長：石平衛様 幹事：田所幸男様が就任され、
そして 50 周年を導く会長が田所和雄様とい
う親子とロータリーのご縁の深さを羨ましく
も感じます。
今や高萩 RC は 2820 地区の模範クラブとし
て学習意欲が極めて高くスマートなクラブセ
ンスを持つ洗練されたロータリークラブに成
られています。
その子クラブである我が北茨城 RC は少し性
格を異にしたクラブに成長しています。
近年自クラブの特徴がより具体的になってき
た子クラブ北茨城をどうぞ今後共目に掛けて
頂きますようお願いします。
この 50 周年を期に、次のロータリー時代に向
けて大きく新たな機会の扉を開いてください。
誠におめでとうございます。

北茨城 RC さんからお祝いと祝電を頂き
ました

〇地方銀行のあるべき方向性
・ある程度の規模拡大が必要
⇒広域的に展開すると共に全体の数は減っ
ていくことに
・お客様から選ばれる銀行
⇒やっていることは変わらない。そこで働
く人材や組織力の力の違いで差がつくこ
とに
・株主や地域の方々に対し魅力がある
⇒配当がいいだけでは….地域性をイメー
ジできる金融機関が残っていく

・従業員のモチベーションが高い
⇒福利厚生や人事制度の充実だけでは….。
組織内のコミニケションが大切
〇そして常陽銀行は
・店舗体制の見直し
⇒マーケットに合わせ支店役割を明確にし
人事を再配分する
・デジタル、キャッシュレス化への対応
⇒通帳レス、ネットバンキング、でんさい、
電子納税サービスなど
・旧来型バンキング業務からの脱却
⇒貸出金を中心とした資金収益を稼ぐやり
方からデータを活用した新たなビジネス
の柱を構築中
佐々木会員は、昨年、高萩支店に支店長とし
て赴任して間もなく入会していただいた、。
「地方銀行のこれから…」というテーマで最
近の状況と課題について、パワーポイントを
使い、私見ということで興味深い卓話をいた
だいた。
まず家族のことなど自己紹介をしていただき、
銀行マンとして、支店勤務 6 割本店勤務 4 割
など、なるほどと 30 分にわたって拝聴した。
常陽銀行は全国に先駆けて、株式会社めぶき
フィナンシャルグループとして、足利銀行と
統合しているが佐々木さんは、合併当時東京
でメディアへの広報を担当して、得難い経験
をしたとの話には感銘を受けた。
また、最近の地域金融機関を取り巻く経営環
境は大変厳しさを増しており、預金と貸出金
の預貸率は従来から見ると 7 分の 1 に減少し
ており、厳しい状況であるとのこと。
こうした中、常陽と足利の両子銀行が長年培
ってきた地域とのつながり、広域ネットワー
クを活かし、がんばっているという。
高萩ロータリークラブは、50 年にわたって、
高萩支店の 1 室を事務室に借りていることも
あり、円滑な金融サービスの提供を通じて地
域経済の持続的成長に貢献していきたいとい
うお話を聞いて、大きな白秋と声援を送った
ところである。

《50 周年記念事業看板除幕式》
END POLIO NOW 2020 年 10 月 21 日、高
萩 RC は世界ポリオデーを前にクラブ創立 50
周年を記念してポリオ根絶大型看板を設置、
除幕式を行いました。今後も広く市民に広報
し、ポリオ根絶のご協力とご理解を呼び掛け
ます。

《幹事報告》
1、北茨城 RC より、50 周年お祝いのお手紙が
届く。
2、2820 地区より、2021－22 年度クラブ会
長・幹事名簿提出のお願いが届く。
3、県北 RAC より、10 月第 2 例会のお知らせ
が届く。
4、End Polio Now のリソースが届く。
5、いわき勿来 RC より、週報が届く。
6、盲導犬クラブ会報が届く。

【ニコニコ BOX】
北茨城 RC 村山潤一様：本日は創立 50 周年の
お祝いにあがりました。
北茨城 RC 荒川真吾様：高萩 RC 様 50 周年誠に
おめでとうございます。貴クラブの益々のご
発展を心よりお祈り申し上げます。
鈴木啓志さん：今月でクラブ在籍 31 年目に入
りました。今後共よろしくお願いします。
石君平さん：END POLIO NOW の看板設置 おめ
でとうございます。佐々木さん卓話楽しみに
してます。
沼田操さん：本日は 50 周年記念の看板除幕式
ご苦労様でした。私も結婚記念 55 年を迎えま
した。10 月 19 日でした。すてきなお花有難う
ございました。
鈴木直登さん： 記念看板の除幕式。北茨城か
ら村山会長、荒川幹事。いろいろあっての今
日一日。
田所和雄さん：北茨城 RC 村山潤一会長、同荒
川真吾幹事、ようこそいらっしゃいました。
佐々木聡さん、イニシエーションスピーチ宜
しくお願い致します。
小森勇一さん：記念事業、看板除幕式おめで
とうございました。
大髙司郎さん：創立 50 周年ポリオ根絶看板設
置を記念して。北茨城 RC 村山会長、荒川幹事
ようこそいらっしゃいました。歓迎します。
花園文熙さん：記念事業看板除幕式おめでと
う御座います。北茨城 RC 村山さん荒川さんよ
うこそいらっしゃいました。
棚谷稔さん：除幕式御苦労様でした。

石平光さん：ロータリーの看板除幕式すばら
しいです。本日のお客様歓迎致します。佐々
木様の卓話楽しみにしております。
大河原浩さん：村山会長、荒川幹事、ようこそ
高萩へ。佐々木さん、本日はよろしくお願い
します。
大平敏明さん：大変立派な看板が出来上がり
ました。さらに PR に努めます。
石川武信さん： 50 周年除幕式おめでとうご
ざいます。
鈴木国男さん、江尻寛さん、今川隆さん、菱
川健司さん、和田昌也さん、滝徳宗さん

本日計
２２，０００円
累 計 ３０３，５００円

【ロータリー財団】
本日計
１，０００円
累 計 ３８１，１６５円
【ポリオプラス】
本日計
２，０００円
累 計
２９，６００円
【米山記念奨学会】
本日計
２，０００円
累 計 ２８５，０００円

