
                

 

 

 

 

 

 

【2021-22 年度 地区方針】“クラブ基盤のさらなる充実強化”〜会員の増強こそが最大のサービス（奉仕）〜

〜   

 

 

 

 

 

 

 

 

                

    例 会 報 告      

 開会点鐘  貝田 充会長  

 司  会   渡邉 新治 SAA 

 合  唱   「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介 小島 正徳 親睦活動委員 

・李 丹さん 2020 学年度 米山奨学生（中国） 

今後のプログラム予定 

   11 月 プログラム名 

     11 月 23 日       休 会 

     11 月 30 日 
例会なし 

（地区大会振替の為） 

出 席 報 告 鹿島 義久出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

43 名 36 名 

7 名 

対象外 

（5） 

94.74％ 

欠 11名 

対象外 

（7） 

MU0 名 

 

88.89％ 

 

【本日の欠席者】  三木 治一会員  小林 敏伸会員  

伊藤 稔 会員   堀一 慶明会員  朝倉 和信会員 

朝山 秀男会員  小島 満 会員 

ニコニココーナー 片岡 英之会場監督補 

貝田 充会長：一尾会員、本日は卓話よろしくお願い

致します。大変楽しみにしております。 

原 敏之幹事：一尾会員、卓話楽しみにしています。

よろしくお願い致します。 

小島 徹会員：本日は一尾亮輔会員、卓話楽しみに

しております。11/4中原菊花会において

結構な賞を頂きました。11/12 迄開催して

おります。見に来て下さい。鹿島義久さん

は一般花の部で優勝しております。 

一尾 亮輔会員：本日、入会卓話よろしくお願い致し

ます。 

冨岡 昭一会員：一尾亮輔会員、本日の卓話楽しみ

に拝聴させて頂きます。 

内藤 幸彦会員：横浜銀行一尾支店長、卓話ご苦労

様です。いつもお世話になります。楽しみ

に拝聴させて頂きます。 

金子 利昭会員：一尾亮輔会員、卓話よろしくお願い

致します。 

川口 禮敬会員：一尾亮輔会員卓話ご苦労様です。

楽しみに聞かせてさせて頂きます。 

井上 裕司会員：萩原さん、この度は大変お世話にな

りました。中原小学校創立 120 周年記念

式典が無事終わりました。小泉さん受賞

おめでとうございます。 

稲富 正行会員：一尾会員卓話楽しみにしています。 

佐川 陽子会員：例会ができるようになった状況に感

謝しております。先日、米山奨学生の李丹

さんに商工会議所のインタビューに協力

頂きました。ありがとうございました。 

会   長     貝田 充 

副 会 長     金子 利昭 
幹   事     原 敏之 
S  A  A     渡邉 新治 
会報委員長    小島 徹 
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渡邉 新治会員：一尾さん卓話楽しみにしています。

本日もよろしくお願い致します。 

合計   12 件 27,    16,000 円 

累計  128 件 165,000 円 

会 長 報 告 貝田 充会長 

１． 国際ロータリー日本事務局経理室より 2021

年 11月のロータリーレートお知らせが届いて

おります。2021 年 11 月 1 ドル＝114 円      

ご参考）2021 年 10 月 1＄＝112 円 

２． 地区より「RID2590卓話バンク」と「Webロータ

リアンマップ」の充実のご協力のお願いが届

いております。詳細は回覧致します。 

幹 事 報 告 原 敏之幹事 

１． 例会変更 

川崎北   11 月 24 日（水）→27 日（土）に変更 点

鐘 13：00 地区大会参加による移動例会 

パシフィコ横浜会議センター 

川崎大師  11 月 10 日（水）→11 日（木）に変更 点

鐘 18：30 3 クラブ合同親睦夜間移動例

会（川崎中央・川崎マリーン・川崎大師） 

        11 月 24 日（水）→休会 

        11 月 27 日（土） 地区大会移動例会 

点鐘 13：11 月 00 パシフィコ横浜会議セ

ンター 

川崎高津南 11 月 15 日（月） 例会なし 

        11 月 22 日（月）→27 日（土）に変更 地

区大会に参加 

川崎高津  11 月 18 日（木）〜19 日（金）親睦移動

例会 点鐘 18：30 箱根湯本「ホテル河

鹿荘」 

11 月 25 日（木）→27 日（土）移動例会 

地区大会 

川崎幸   11 月 12 日（金）  通常例会→移動例会 

（実験動物中央研究所見学）点鐘 17：30 

東急 REI ホテル川崎                                                                                                       

11 月 19 日（金）  休会 

11 月 26 日（金）  26 日（金）・27 日（土）

地区大会に振替 

川崎マリーン 11 月 11 日（木）  3 クラブ合同夜間例

会（川崎大師・川崎中央・川崎マリーン） 

        11 月 18 日（木）  ハイブリッド例会 

        11 月 25 日（木）→ 27 日（土）に変更 

地区大会に参加 

川崎     11 月 25 日（木）  休会 

横浜港北  11 月 11 日（木）  9 日（火）〜10 日（水）

移動夜間例会 

        11 月 25 日（木）  26 日（金）・27（土） 

地区大会  

 

２． 本日例会終了後理事役員会を開催致しま 

 す。関係各位のご出席をお願い致します。 

お祝いごと 

入会記念日 
堀一 慶明会員 
渡邉 新治会員  
長谷山尚城会員  
片岡 英之会員  
会員誕生日 
三木 治一会員 
堀一 慶明会員 
小島 徹会員 
萩原ひとみ会員 
齊藤 かおり会員 
稲冨 正行会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
結婚記念日 
堀一 慶明会員 
川口 禮敬会員 
白井 正男会員 
鹿島 義久会員 
市川 宏会員  
叶野 聡 会員 
大友 徹会員 
一尾 亮輔会員 
小島 正徳会員 
配偶者誕生日 
三木 治一会員 道子様 
井上 裕司会員 美佐子様 

 米山奨学金授与式  

 

 

 

 

 

2020 学年度米山奨学生 李 丹さん 



 卓 話  

新会員卓話 

一尾 亮輔 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自己紹介と、横浜銀行の地域社会への取り組み

について」 

 

本年 7 月に、川崎中ロータリークラブに入会させ

ていただきました、一尾でございます。 

入会して 4 か月が経過いたしまして、今回このよ

うな機会をいただきまして御礼申し上げます。 

せっかくの機会をいただきましたので、私の自己

紹介と、横浜銀行の取り組みについてお話させて

いただけたらと思います。 

私は 1970 年 10 月に東京、品川で生まれて、現在

は神奈川県の海老名市に住んでおります。 

入行は川崎区にあります大島支店でございます。

その後、金沢産業センター支店、藤沢中央支店、 

長後支店、柿生支店、菊名支店、東海大学駅前支店、

そして現在の新城支店と８ヶ所を経験しておりま

して、その内大島、柿生、新城と 3ヶ店で、この川

崎市にお世話になっております。 

 

現在川崎市には、設立順に川崎（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）、 

以上 17支店がございます。 

 

横浜銀行は、1920年（大正 9年）に横浜興信銀行

として設立されました。当時、横浜最大の普通 

銀行が破綻した際に、預金者救済と地域経済の安

定のために、地元財界とともに破綻銀行の整理 

を受託しました。設立後31行もの銀行を引き継ぎ、

きわめて公共性の高い特別な指名を負った銀行と

して設立された経緯がございます。 

この川崎市においても、川崎支店は横浜七十四銀

行川崎支店として設立されたものを引き継ぎ、 

溝口支店は過去の銀行吸収時に、秦野銀行平塚支

店を継承した平塚八幡前支店の配置転換により、

新設されております。 

 

近年はソリューション営業に力を入れており、企

業の資金調達の多様化への対応、税理士等専門家

を活用した会社の事業承継の支援等。個人であれ

ば、ご相続の対策や人生 100 年時代に向けた、将

来の資産形成へのお取り組み支援等、幅広く対応

させていただいており、こうした取り組みを通じ

て、地元経済や地域社会の発展に貢献していけた

らと考えております。 

昨年 12月に、当行は設立されてから創立 100周年

の節目を迎えました。コロナ禍もあり、大きな行事

等はできませんでしたが、その時にスローガンと

して「100年分の感謝こめて。100年目のルーキー

宣言」と掲げました。 

これまで地域のお客様に支えられてきたことを感

謝し、気持ちを新たに今後も地域に寄り添い、 

皆様に選んでいただける金融企業であり続けるた

めに、努力してまいります。 

ご清聴ありがとうございました。 

 


