
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2019-20年度 地区方針】原点を忘れずに挑戦 ～入りて学び、出でて奉仕せよを実践しよう～                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 例  会  報  告  

 開会点鐘  萩原 ひとみ会長  

 司  会  叶野 聡 SAA  

 合  唱  「我等の生業」 

 お客様紹介  川口 禮敬親睦活動委員 

＊お客様はございませんでした。 

今後のプログラム予定 

9月 プログラム名 

第 1例会 9月 3日 
会員お祝い・情報集会報告 

理事役員会 

第 2例会 9月 10日 

腹話術師 城谷 護様 

腹話術人形 ゴローちゃん 

ガバナー公式訪問に伴う 

クラブ協議会② 

出 席 報 告 中山 武夫出席委員長 

会員数 
出席

数 

欠席

数 
出席率 前々回訂正出席率 

41 名 32 名 

9 名 

対象外 

（4） 

88.89％ 

欠 5 名 

対象外 

（2） 

MU0 名 92.31% 

【本日の欠席者】  三木 治一会員  松井 孝至会員 

長谷川俊雄会員  小林 敏伸会員  渡邉 新治会員 

小泉 繁勝会員   貝田 充会員   金子 利昭会員 

鹿島 義久会員  

ニコニココーナー 朝倉和信副会場監督 

第 2Gガバナー補佐洪 征治様・戸川 俊雄様（川崎北

RC）：お世話になります。すず虫祭りの賛

助金のご支援のお願いに参りました。よろ

しくお願い致します。 

神谷 直様・小林 正樹様（川崎中原 RC）：日頃よりご

指導を賜りありがとうございます。本日は

防犯ネットの件でお願いに伺わせて頂き

ました。 

萩原 ひとみ会長：先日、国際交流センターでの内藤

幸彦会員の会素敵でした。作詞・作曲まで

されるとは驚きです。本日は内田会員、入

会卓話、楽しみにしております。よろしくお

願い致します。 

上原 伸一副会長：内田さん卓話楽しみにしていま

す。 

長谷山 尚城幹事：内田会員、卓話楽しみにしていま

す。 

内藤 幸彦会員：先週土曜日、絵本出版記念コンサー

ト無事終了致しました。ご来場頂きました

皆様本当にありがとうございました。本日

の卓話横浜銀行内田支店長楽しみに拝

聴させて頂きます。 

伊藤 文治会員：内田義治会員さん、今日は卓話ご苦

労様です。 

川口 禮敬会員：内田会員卓話ご苦労様です。楽しみ

に聴かせて頂きます。 

細山 勝三郎会員：内田会員楽しみにしています。 

井上 裕司会員：内田さん卓話ご苦労様です。 

会   長   萩原 ひとみ 

副 会 長  上原  伸一 
幹   事   長谷山 尚城 
S  A  A   叶野 聡 
会報委員長  原  敏之 
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小島 満会員：内田さん卓話ご苦労様です。楽しみに

しています。 

内田 義治会員：本日は入会卓話よろしくお願いしま

す。 

小島 徹会員：内田さん今日は卓話楽しみにしていま

す。 

小丸 日出夫会員：内田会員の入会卓話が楽しみで

す。 

市川 宏会員：内田会員卓話ご苦労様です。 

市川 実会員：内田さん卓話よろしく。 

朝倉 和信会員：内田会員卓話よろしくお願いします。

楽しみです。 

合計  17件 27,    21,000円 

累計  109件    141,000円 

会 長 報 告 萩原 ひとみ会長 

1.地区より RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）パ 

 ートⅠ開催のご案内が届いております。日 時：9月 

 8日（日） 8：30～17：00 場 所：聖光学院中学校 

 高等学校 出席対象者：クラブ会長・クラブ会長エレ 

 クト・クラブ幹事等 

2.地区よりロータリーR青少年交換 2018-19年度派遣 

  学生 帰国報告ならびに 2019-20年度来日学生 

  歓迎会開催のお知らせが届いております。日時：8 

  月 31日（土） 14：00～16：15（帰国報告会等）16： 

  30～18：.00（パーティ） 場 所：宗教法人泉谷寺 

  小机幼稚園 横浜市港北区小机町 

3.ロータリー米山記念奨学会よりハイライトよねやま 

 233が届いております。 

4.川崎愛児園より広報誌第 9号が届いております。 

幹 事 報 告 長谷山 尚城幹事 

1.例会変更 

 横浜日吉   9月 11日（水）  休会 

          10月 23日（水） 夜間移動例会 

          銀座 「懐石 みちば」 

 川崎宮前   9月 10日（火）-11日（水） 

          一泊移動例会「熱海旅館立花」 

2.川崎鷺沼 RCより例会の週間スケジュールのお知ら 

 せが届いております。（2019-20年度例会  例会 

 場：とうふ屋うかい 鷺沼店 2F） 

・第 1週    昼例会   点鐘 12：30  

・第 2週    移動例会 

・第 3週    夜間例会  点鐘 18：00 

・第 4・5週   休会 

3.会報受理 新川崎 RC  川崎宮前 RC 回覧いたし

ます。 

卓  話 

   

           内田 義治 会員 

    「自己紹介と横浜銀行について」 

  【プロフィール】 

1969年 藤沢市長後生まれ。以後 長後在住 

         地元の小中学校、県立七里ヶ浜高校 

1993年 明治大学（経営学部）を卒業し、横浜銀

行に入行 

         伊勢原支店、弘明寺支店、上大岡支

店、横浜駅前支店、鶴見支店、登戸支

店、平塚旭支店、人財部金融ビジネス

スクール、吉祥寺支店、新城支店 

         以上、9支店・1本部。 

  

     昨年 11月に、川崎中ロータリークラブに入会 

して、9ヶ月が経ちました。皆様に温かく迎えて頂 

きまして、大変感謝しております。本日は、入会 

卓話ということで、簡単な自己紹介と私が勤務す 

る横浜銀行についてお話を致します。 

   

【横浜銀行について】 

私自身、神奈川に生まれ育ち、地元に貢献し

たいと思い、横浜銀行に入行致しました。私にそ

うした思いもありましたので、今回、地域の皆様

に支えられ、地域の皆様とともに横浜銀行につ

いてお話をさせていただきたいと思います。 

 

■創立 100周年 

    横浜銀行は、1920年（大正 9年）に横浜興信銀 



行として設立されてから、来年 2020年 12月に

100周年を迎えます。設立後、31行もの銀行を 

受け継ぎましたが、その中のひとつである第

二銀行のルーツとなる横浜為替銀行（1869年/

明治 2年設立）までさかのぼると、横浜銀行は

150年の歴史を持つ「日本で最も歴史の長い銀

行」となります。 

 

■横浜銀行の設立経緯 

     1920年（大正 9年）に横浜最大の普通銀行が 

破綻し、預金者救済と地域経済の安定のため地

元財界が立ち上がり、小口預金者の保護に重点

を置いた整理案を作成し、政府と折衝して、新銀

行を設立するとともに破綻銀行の整理を受託し

た。こうして誕生したのが 横浜興信銀行（後に

横浜銀行に行名変更）でした。 

     横浜興信銀行は政府・日本銀行による多額 

な特別融資を背負って開業し、設立時の最初の

定款には、役員は常勤を除いては「無報酬」、株

式は「無配当」である旨が明記された、きわめて

公共性の高い、特別な使命を負った銀行でし

た。 

 

■川崎市内の支店（開設年） 

    川崎（大正 5年）、溝口（昭和 17年）、武蔵小杉 

（旧丸子支店 昭和 18年）、登戸（昭和 25年）、

大島（昭和 27年）、御幸（昭和 31年）、大師（昭

和 34年）、百合丘（昭和 38年）、鹿島田（昭和 38

年）、元住吉（昭和 40年）、新城（昭和 40年）、稲

田堤（昭和45年）、読売ランド駅前（昭和50年）、

鷺沼（昭和 40年）、柿生（昭和 57年）、川崎北部

市場（昭和 57年）、生田（昭和 59年）、新百合ヶ

丘（平成 2年）、宮前平（平成 15年）、川崎西口 

  （平成 18年）以上、20支店。 

 

■私が入行した頃 

    創立 70周年記念事業として、みなとみらい 21 

地区に新本店が建設され、私が入行した 1993

年（平成 5年）に竣工した。しかしながら、バブル

崩壊の影響を受け、1997年（平成 9年）には北

海道拓殖銀行や山一証券が破綻し、1998年（平

成 10年）には日本長期信用銀行や日本債券信

用銀行も破綻した。 

    横浜銀行においても、1996年（平成 8年）に 

2,800億円の不良債権処理を実施し、1,426億 

   円の赤字に転落し、続く平成 10年、11年にも 

600億円、1,077億円の赤字となり、不良債権処 

理の為公的資金 2,200億円を申請し、「経営健 

全化計画」を当局に提出した。ちなみに公的資 

金は平成 16年に完済した。 

 

■これからの横浜銀行 

    地域の金融システムの担い手としての役割を 

認識し、活力あふれる人財の開発・育成を積極

的に行い、お客様一人ひとりに最もふさわしい金

融サービスの提供を通じ地域に寄り添い皆様か

ら信頼される銀行を目指すため、「従来の銀行を

越える新しい金融企業」へ転換して参ります。 

 

     

 

 

 

 


