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「Let’s Begin!」今年度のテ
ーマ

客様、会員の皆様こんにちは。
　11月最後の例会となります。本日の例会では、入会された埼
玉りそな銀行の諏訪会員、武蔵野銀行の太田会員に自己紹介を

していただきます。埼玉県を代表する金融機関のお二人ということで、今
回は11月に関係する日本銀行券に関連する話をさせていただきます。
　現行の5千円札は平成16年11月1日に発行が開始されました。肖像画は
皆様ご存知の通り明治の作家樋口一葉です。一葉の代表作は、たけくら
べがもっとも有名だと思います。
　吉原に住む思春期の子供達の、子供から大人へと変わる半年を切り出し
て描いた作品です。吉原の人気遊女を姉に持ち女帝のように自儘に振る舞
う美少女美登里と、互いに淡い恋心を秘める龍華寺の僧侶の息子信如で
すが、金貸しの子供正太郎一派と鳶の頭の子長吉一派の激しい対立に巻
き込まれ、心ならずも二人は反目します。夏祭りの夜の大きな争いを境に、
その後彼らの交流は自然に減っていきます。
　異なる環境やきっと違うものになるであろう将来を持つ子供たちが、子
供時代に同じ力関係となって人生が交錯しているその一瞬に光を当て、そ
してその後それぞれもう交わることのない別々の人生を歩んでいくであろう
悲しみを感じさせる傑作です。
　樋口一葉は、幕末に同心株を買い、俄かに武士となった家の二女として
明治5年千代田区に生まれ、歌塾「萩の舎」で学びます。しかし、17歳で
父が借金を残し他界すると家族は突如貧困に直面します。
　零落してゆく中で、士族であるという矜持と労働への蔑視、本来農民出
身という劣等感と貧困の現実という複雑な状況の中、一葉は、生活の糧
を得るための職業として作家を選びます。
　一葉の貧困を知ると突如逃げた婚約者、その後師事していた作家半井
桃水へ恋心を持つものの、彼は金持ちの娘と結婚してしまいます。一向に
改善されない困窮生活のため、知人に借金を申し込むも、見返りに妾にな

お るよう求められる等プライドの高い一葉には耐えがたい状態の中、いつか
一葉は市井の底辺で生きる庶民の苦しさ悲しみも、自尊心の高い自分の苦
しさ悲しみもまったく同じものだということに気が付きます。
　その時から、「廻れば大門の見返り柳いと長けれど、お歯ぐろ溝（どぶ）
に燈火うつる」の吉原の美しい描写ではじまる「たけくらべ」や「大つごもり」
「にごりえ」「うつせみ」「十三夜」などの名作をわずか1年余りで驚くべき
速度で次 と々書き上げます。後世にいう「奇跡の14か月」です。
　一行読めば一行に驚き　一回読めば一回に驚きぬ…一葉何者ぞ
　新聞に正岡子規によるこの賛辞が寄せられたその年11月23日、一葉は
結核により、24歳でその短い生涯を閉じます。
　ここに私が高校生3年17歳の時読んだ一葉の文庫本があります。当時
大学が推薦で入学が決まって濫読していたため、読んだ本には日時が記録
してあります。昭和56年12月1日午前8時から読み始め31日午後3時24分
に読み終わったようです。
　このあいさつにあたり、たけくらべを読み直してみました。高校生のよう
なみずみずしい感性はもうありませんが、当時の自分に少しだけ会えたよう
な気がしました。
　さて、いよいよ今週末はクリスマス例会です。荒井担当理事、岩田委員長、
名鉄善行地さんの尽力で歌舞伎50名、ペニンシュラ宿泊60名、ロブショ
ン90名という当初予定を遥かに超える多くの皆様の参加に、今年度会長
として心より皆様に感謝しています。
　それでは本日も最後までお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いいたし
ます。
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　はじめにりそな改革の歩みと現在のりそなグループの状況
についてお話しさせていただき、結びに自己紹介をさせてい
ただきます。
　そもそもりそなグループというのは大和銀行・協和銀行・埼
玉銀行・近畿銀行・大阪銀行の5行が再建を重ね金融グルー
プをつくったもので、現在はりそなホールディングスの傘下に

りそな銀行・埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行がぶら下がる金融グループでございます。
　平成15年3月にりそなグループは誕生するのですが、多額の負債で自己資産を大きく毀
損したため公的資金の注入がありました。12年かけて完済したわけですがこのときにどの
ような改革をしたかといいますと、外部の人材を迎え子会社の整理と人員の削減を行って
きました。そして銀行の常識を捨てること。お客様の目線に正面から向き合い「待たな
い・書かない・押さない」という事務改革をしまして、「ペーパーレス・キャッシャーレス・
バッグレス」の実現に取り組みました。
　その結果としてお店の中心に総合受付を配置してご来店したお客様は総合受付にいけ
ば全てが分かるという店舗作りを行いました。
　ここからは自己紹介ということで、1965年生まれの52歳です。自分では比較的穏やか
な性格だと思っております。埼玉県熊谷市で生まれ3人兄弟の末っ子ということで基本甘
えん坊だと思います。父親は電気工を営んでおりましたが私も兄も跡を継ぎませんでし
た。幼い頃から事業を営む苦労を見てきたことから「お金を借りる側より貸す側」への就
職を選んだのかもしれません。現在りそなグループでは全社員が「クレド（信条）」という
ものを設定しているのですが、私のクレドは「感謝の気持ちを忘れずに地域の発展に努力
します」「全力でお客様の夢の実現をサポートいたします」です。最後になりますが微力な
がら大宮ロータリークラブのために自分ができることを一生懸命やっていきたいと思って
おりますので、どうぞご指導のほどよろしくお願いいたします。

　1966年5月11日の51歳丙午の生まれでございます。出
身地は埼玉県草加市。生まれも育ちも草加市で妻と子ひと
り父との2世帯で住んでいます。
　妻は中学校の同級生でございまして、小・中と同窓会が
あれば必ず二人で幹事をするということでございまして、
妻の実家も歩いて5分ですので良くも悪くも何かあれば実

家に帰ってしまいます。城西大学を卒業し武蔵野銀行に就職しました。趣味はサッカー・
スキー・ランニングと考えるより身体を動かすほうが好きなようです。
　会社のご説明を少しさせていただきますが、武蔵野銀行の経営理念というところで「地
域共存・顧客尊重ということで地域とともに発展してお客様に対し組織を挙げて最良の
サービスを提供する」という思いで設立されております。昭和27年4月に本店を旧大宮市
に8ヶ店で操業を始めました。現在の大宮支店は当時の本店になります。今年4月に創業
65周年を向かえ記念すべき年になっております。現在中期経営計画として「地域のお客様
を最も熟知している銀行・一番目に相談され課題に寄り添い共に解決する銀行」を掲げて
日々活動しております。
　趣味にもありましたサッカー・スキー・マラソンといずれもやるからには大会に出ないと
気がすまないという意気込みで川口のスキークラブに所属したり、先日は埼玉国際マラソ
ンを3時間50分で完走するなど最後まで諦めないというのが自分の性格なのかと思って
おります。
　日ごろ部下にもワークライフバランスということで一所懸命仕事も頑張るけれどプライ
ベートの充実というの言っております。仕事だけでは勉強できない。出会いであるとか自
己研鑽がたくさんあるということを私は実践しているとみんなに言っています。大宮ロー
タリークラブに入会したことも機会だと思っております。一生懸命勉強させていただきま
して、また頑張っていきたいと思いますのでこれからもよろしくお願いいたします。

新入会員自己紹介

11月29日（水）
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委員会報告 [ 岩田会員 ]委員会報告 [ 長谷川会員 ] 委員会報告 [ 大瀧副会長 ]幹事報告 [ 齋藤会員 ]

MC [ 花俣会員 ]

点鐘

幹事報告 [ 齋藤会員 ] 委員会報告 [ 山本会員 ] 委員会報告 [ 善行地会員 ] 委員会報告 [ 岩田会員 ] ニコニコボックスの報告[三浦会員]委員会報告 [ 荒井会員 ]

ロータリーリーダーシップ
研究会（RLI）パートⅢ

修了書の授与 [ 栗岡会員 ] 長寿表彰状の贈呈 [ 左から…岩井会員／大瀧会員／星野会員 ]

中川高志ガバナーエレクト結団式
日時：2017 年 11 月 27 日（月）
場所：パレスホテル大宮 4 階ローズルーム

委員会報告 [ 藤澤会員 ]

出席率報告 [ 石井会員 ]

委員会報告 [ 清水会員 ]

委員会報告 [ 善行地会員 ] ガバナーエレクト [ 中川会員 ] 委員会報告 [ 遠藤会員 ]

左上から…戸井田会員／花俣会員／星野会員／
橋本会員／栗原 均様／小林会員

11月29日の合計金額 68,000円
（11月29日までの累計金額1,222,000円）

ご協力ありがとうございました。

100%
修正出席率

49名（66.22%）
出席者数（出席率）

―
メークアップ

76名（74名）
会員数（出席者算定者数）

第30６7例会
例　会

第30６9例会
例　会

11月12・13日（地区大会）
前々回

11月29日
当　日 次回例会案内

2017年12月18日（月）パレスホテル大宮
 中川高志ガバナーエレクト壮行会

初めて大宮ロータリークラブ訪問し
ました。よろしくお願いします。

〈蓮田ＲＣ幹事　栗原　均様〉
蓮田RC栗原様、大宮RCへようこそ。

〈江本尚浩・大瀧榮壽・星野晃一郎・永
嶋良一・橋本和久〉
栗原様ようこそ。高校の同級生です。

〈遠藤省吾〉
栗原均様“おひさしぶりです”

〈小林治夫〉
諏訪さん、太田さん、自己紹介楽しみ
にしています。

〈江本尚浩・大瀧榮壽・遠藤省吾・矢崎
直良〉
諏訪さん、太田さん、自己紹介ありが
とうございます。

〈浅野　仁・永嶋良一・岸　聡・中川高志・
徳山義行・進藤博司・清水啓生・山本
和保・竹内裕司・善行地潔・石井宣子・
齋藤守毅〉
諏訪さん、太田さん、これからよろし
くお願いします。

〈川島利雄・岩瀬雄一・鈴木俊一・瀧　
隆幸〉

諏訪さん、太田さん、お金貸してくだ
さい！

〈平田　繁〉

大宮ロータリークラブの皆さん、これ
からよろしくお願い致します。

〈太田英成〉

本日は自己紹介の時間をいただき、
ありがとうございます。

〈諏訪慶三〉

岩井さん、兼杉さん、大瀧さん、星野
さん、長寿表彰おめでとうございます。

〈江本尚浩〉

長寿の表彰を受けて、56才となりま
した。

〈岩井良彦〉

長寿表彰状いただきました。
〈大瀧榮壽〉

長寿表彰おめでとうございます。
〈星野秀敏〉

週末クリスマス例会、皆さんで楽しみ
ましょう。

〈江本尚浩〉

今週末となりましたXmas例会宜し
くお願い致します。

〈岩田尚明・戸井田修・齋藤守毅〉

次回はクリスマス夫人同伴例会に是
非参加したいです。

〈平子敬三〉

花俣さん司会ありがとうございます。
〈江本尚浩・中川高志・三浦　守・栗岡
宏治・長谷川剛・内藤考三・齋藤守毅〉

11月27日、中川GE結団式が行われ、
御出席の皆様、おつかれ様でした。

〈飯野耕司〉

11月11日、アイフォンXを手に入れまし
た。

〈岩﨑　彰〉

飯野さん、本当にご苦労様です。
〈平田　繁〉

先日の結団式出席の副幹事の皆様
たいへんお疲れ様でした。中川年度
を盛り上げていきましょう

〈小坂良二〉

誕生日お祝いありがとうございまし
た。

〈小林憲樹〉

三浦さんの風邪が早く治りますよう
に。お大事になさってください。

〈福島謙二〉

2017年12月27日（水）12：30点鐘  パレスホテル大宮
 総会・クラブ協議会

◆ ニコニコボックスのご報告 ◆

2017年12月20日（水）は、休会です。
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