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 皆様こんにちは。日頃は新座ロータリークラブ

の運営に関しましてご支援を頂きありがとうござ

います。又、本日は、パストガバナー坂本元彦様

ご来訪頂きありがとうございます。宜しくお願い

申し上げます。今年度の第２５７０地区の方針と

して『クラブのサポートと強化』がございます。 

１）各クラブに於いて会員数の１０％以上の純増 

を達成する。 

      

 

 

  

     

  

        

 

  

 

    

  

 

 

                   

   

       

 

 

  

    

                   

   

２）５０％以上の会員がＭｙ Ｒｏｔａｒｙに登録す

る。の２点です。 

 会員増強については、石原勇介会員増強委員長

を筆頭に若手の勧誘に力を入れているところでご

ざいます。本日は卓話の中で石原委員長よりお話

があると思いますので、新入会員が我々の仲間に

加わりやすい雰囲気づくりを皆様にはお願いした

いと思います。 

又、Ｍｙ Ｒｏｔａｒｙの登録率が当クラブは大変低く

なっております。私も先日登録させて頂きました

が、非常に有用な情報が得られるシステムです。 

是非皆様もＭｙ Ｒｏｔａｒｙの有効活用をして頂きた

いと思います。 

 話は変わりますが１１月３日文化の日は、私ど

も夫婦の２６回目の結婚記念日でございました。 

早いもので、あっという間の四半世紀でしたが、

私は人との出会いを大切に生きてまいりました。 

前職の証券会社の上司に出会えたこと。その会社

で今の妻と出会えたこと。そして、今の仕事を与

えてくれた、妻の父親に出会えたこと。そして、

その父親から細沼会員を紹介して頂き、この新座

ロータリークラブのお仲間に加えて頂いたこと。 



 

 

そのすべてが人とのご縁から一本の糸で繋がって 

おります。今日の私があるのは、そういった良縁

が導いてくれたものと胆に銘じ、これからも出会

いを大切に今後の人生を歩んで行きたいと思いま

す。そして、ロータリアンとしてもロータリーの

名に恥じない行動をとっていきたいと思います。 

 

１、地区事務所よりバギオだより６９号受信 

１、２０１９年国際ロータリー年次大会 

  （ハンブルグ大会）参加旅行募集案内受信 

１、新座市青少年市民会議理事会議事録及び資料 

１、新座快適みらい都市市民まつり産業フェス 

  ティバル「こどもひろば」反省会開催 

  日時：１１月３０日（金） １８時３０分開会 

  場所：新座市役所本庁舎３０３・３０４会議室 

１、腎・アイバンク協会設立３０周年記念誌拝受 

１、志木ロータリークラブより会報拝受 

 

「新座市役所表敬訪問」のお知らせ 

 日時：１１月１５日（木）点鐘：１３時３０分    

 場所：新座市役所 

 集合時間・場所：１２時３０分 そば処「八溝
やみぞ

」     

親睦活動委員会    委員長 本木 英朗 

米山記念奨学寄付金ご協力のお願い 
 
 ＊米山寄付金 １０,０００円 希望 

米山記念奨学委員会   委員長 萩原 勇 

委員会報告 

幹事報告 幹事 鈴木 明子 

１１月はＲ財団月間になっております   

 

 ＊Ｒ財団寄付金 １００ドル（11,200円）希望 

Ｒ財団委員会     委員長 陣野壮太郎 

「11月度会員親睦会」のお知らせ 

 日時：１１月２２日（木）  点鐘：１９時    

 場所：リストランテ「パーシモン」 

親睦活動委員会第２回炉辺会合のお知らせ 

「クリスマス家族例会打ち合わせ」を行います  

 日時：１１月２２日（木）集合時間：１８時    

 場所：リストランテ「パーシモン」 

ご挨拶 

 

 本日はメイキャップに伺いました。ご存知の通

りガバナーエレクトが不在で、色々なところに不

具合が生じています。地区から、第２グループか

ら選出して欲しいと言われておりますが、どうぞ

ご検討下さい。宜しくお願い致します。 

      パストガバナー 坂本 元

 

スマイル報告 

親睦活動委員会       委員 神谷 浩一     



 

坂本 元彦様（富士見） 皆様お久しぶりです。

本日はよろしくお願い致します。 

松岡 昌宏会員 坂本パストガバナーようこそ新

座ロータリークラブへいらっしゃいました。本日

は宜しくお願いします。石原会員、和田会員卓話

宜しくお願い申し上げます。 

鈴木 明子会員 坂本パストガバナーようこそ新

座ロータリークラブへ！石原会員増強委員長、卓

話お願い致します。和田会員イニシエーションス

ピーチ楽しみにしています。 

森田 輝雄会員 坂本パストガバナーようこそ。

色々とお世話になっております。宜しくお願いし

ます。 

金子 幸男会員 坂本パストガバナーようこそ。

宜しくご指導お願い致します。 

石原 勇介会員 本日、卓話をさせて頂きます。

宜しくお願い致します。 

森  克巳会員 石原さん、卓話楽しみにしてい

ます。  

神谷  稔 会員 所用にて早退させて頂きます。 

岡野 元昭会員・宮川 勝平会員・吉原 良一会員 

岡本比呂志会員・並木   傑 会員・神谷 浩一会員 

本木 英朗会員・神谷 億文会員・小泉 哲也会員 

髙𫞎 遼太会員・和田 法幸会員 

『坂本パストガバナーようこそ新座ロータリーク

ラブへいらっしゃいました。本日は宜しくお願い

致します。石原会員増強委員長、卓話楽しみにし

ております。和田法幸会員イニシエーションス

ピーチ楽しみにしています』 

 

イニシエーションスピーチ 

               和田 法幸     

      

 

 

  

     

  

        

 

  

 

    

  

 

 

                   

   

       

 

 

  

    

                   

   

       

 

 

 

       

   

       

 

      

 

 

 

   

      

 

 

   

                 

     

          

皆さまこんにちは、ご紹介にあずかりました、

埼玉りそな銀行の和田でございます。前任の忍田

支店長が異動となり、１０月から着任しておりま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

 

この度、細沼さまのご推薦を賜りまして、歴史

と伝統のある「新座ロータリークラブ」に入会さ

せていただきました。若輩者ではございますが、

ロータリアンとして恥じぬ行動をして参りたいと

存じます。簡単ではありますが、自己紹介をさせ

ていただきます。 

 

私は、昭和４２年に大阪市内でサラリーマンの

長男として生まれました。ちなみに名前は知り合

いのお寺さんに付けて頂いたと聞いております。

４人家族でしたが、父は９年前に他界しており、

母親は現在介護施設に入っております。３歳下の

妹は、今も大阪で百貨店勤務をしております。  

  

 幼少期はやんちゃな人見知りという性格であっ

たみたいです。運動は得意な方で、足が速かった

ため、中学時代は野球部に所属しました。一番

ショートでレギュラーであったことから、そこそ

このレベルであったと思います。ちなみに、同級

生に桑田・清原が居ます。高校は地元公立高校に

進学しました。立地が住宅地であったことから、

軟式野球部しかなかったことから、仕方なくサッ

カー部に入部しました。そこでも足が速いのが功

を奏しまして、フォワードでレギュラーとなりま

した。埼玉と違い、大阪のサッカーはレベルがそ

れほどかと思いますが、市の大会では優勝したの

が大きな思い出です。そんなサッカー漬けではあ

りましたので、浪人することとなり、一人暮らし

がしたいということもあり、神戸商科大学（現在

の兵庫県立大学）に進学しました。大学時代は神

戸に居住して、バイトに明け暮れておりまして、

当時はバブルの真っ只中ということもあり、家庭

教師と運送の掛け持ちで月収５０万円程度を稼ぐ

こともありました。但し、卒業する時には殆ど手

許には残っていないという、いい加減な学生でし

たが、バブルの売り手市場の恩恵を受け、金融機

関から内定も何社か頂くことができ、当時の大和

銀行に入社することとなりました。 



      

 

 

  

     

  

        

 

  

 

    

  

 

 

                   

   

       

 

 

  

    

                   

   

       

 

 

 

       

   

       

 

      

 

 

 

   

      

 

 

   

                 

     

          

 今年で入社２８年目となりますが、振り返ると

大きく三つの時期に分けられます。順番にお話さ

せていただきます。当初１０年間は、営業店中心

のキャリア形成でありました。前半は渉外、後半

は融資であり、バランス良く経験できたかと思っ

ております。勤務地は、福岡天神にも２年程居ま

したが、大阪市内の営業店を中心として勤務して

おり、様々なお客さまとの接点の中から刺激を受

けておりました。また、管理者となったこともあ

り、マネジメントやリーダーシップ等、仕事の難

しさを体感していた時期でありました。 

 

 その後、銀行員として大きな転機となる第二の

時期となりますが、人事部への異動がありまし

た。人事部というと全く自分ではありえない異動

先と思っており、本当に晴天の霹靂でした。人事

異動や昇進昇格等、他人を評価するというのは嫌

な仕事ではありましたが、本部組織を学ぶという

点においては、勉強になった時期でありました。 

その後、あさひ銀行との統合の話となりました

が、銀行の数は多いと言われておりましたので、

合併については、いつかはあるかなとは思ってい

ました。但し、自分自身が、突然、埼玉に行って

欲しいと言われ、非常に驚いたのを記憶しており

ます。 

平成１５年、関東地区の勤務経験が無く、地縁

血縁も全く無い、埼玉勤務となった訳です。 

実は、新座市にはちょっとしたご縁がありまし

て、埼玉に来て間もない時期でしたが、親戚が平

林寺さんで修業をしておりまして、平林寺さんに

来たことがあり、とても大きな立派なお寺である

と感心したことを覚えております。ちなみに、彼

は現在、出雲市にある康国寺というお寺で住職を

しております。 

そんな事もあり、今回の異動は何かのご縁かと

思っております。平成１５年１月に埼玉に来まし

たが、平成１５年５月には公的資金注入（いわゆ

るりそなショック）となりました。大きなショッ

クがありましたが、立場上他人の事を考えるポジ

ションに居ましたので、感情を表に出せず、バラ

ンスを保つことに苦慮していました。自分自身も

埼玉に居て良いものか悩みましたが、埼玉に来た 

 
のも何かの縁であり、与えられた仕事を全うしよ 

うと決意しました。 

人事制度の統合、人事交流等に尽力しておりまし

たが、当時は退職者も多く、採用も凍結していた

こともあり、非常に人繰りには苦労した事を覚え

ております。そんな中において、何よりも企業は

人材が大切であることを学ぶことができました。

その後、人材育成・研修の責任者として別所沼公

園の脇に研修センターがありましたが、そこで２

年間仕事をさせていただきました。研修を通じ

て、人材育成の重要性を学び、社員教育をしつ

つ、自分自身としても大きく成長することが出来

た時期でした。 

 

その後は本格的に埼玉で仕事をするステージに

入りました。平成２１年には上尾副支店長、吹上

支店長、融資部（企業再生）、与野支店長、地域

ビジネス部とし経験を積んで来ました。 

多くのお客さまとのご縁や諸先輩・同僚・後輩

とのネットワークも出来、今では、家族共々、

すっかり埼玉が好きになってしまいました。 

現在、妻、高２の長男、中１の長女とともに、

南浦和に居住しております。 

 

最後に、埼玉りそな銀行は金融サービスを通じ

て、地域に貢献していくことを理念としておりま

すが、ロータリーの目的（有益な事業の基礎とし

て奉仕の理想を鼓吹する）との親和性は極めて高

いと感じております。この様な貴重な機会をいた

だきましたので、皆さまと有意義な時間を過ごし

て参りたいと考えております。 

今後共、ご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い

申し上げます。 

 

以上でございます。ご清聴、ありがとうござい

ました。 



 

 本年度は松岡会長のクラブ運営方針『ステイタ

スの向上とクラブ活動の活性化』のもと、そして

地区の方針である会員数の１０％以上の純増を達

成するために３名の増員を目標に定めました。 

 現在、入会に前向きな４名の方を対象に、諸先

輩のアドバイスを頂きながら進めていきたいと考

えております。一人で交渉するのではなく、数人

で説得すれば成功するのではないかと期待してい

ます。活性あるクラブ運営のためにも目標を達成

したいと思いますので、その節はどうぞ皆様、お

力をお貸し下さい。宜しくお願い申し上げます。 

また、退会防止を最重要点ととらえ、引き続き会

員一人ひとりの協力のもと声掛けや親睦等の運動

を向上させて退会防止に努めたいと思います。          

「会員増強」について 

会員増強委員会    委員長 石原 勇介     

 

 

「第２回心の声掛け運動」にご協力下さい   

  

 日時：１２月１２日（水） 

 時間：各中学校低門付近に７時５０分 

    島忠新座店向かい側駐車場７時３０分   

 

 ご協力頂く会員のみなさま 

 新座市立新座中学校 松岡昌宏会員 

           小泉哲也会員 

 新座市立第二中学校 森田輝雄会員 

 新座市立第四中学校 岡野元昭会員 

 島忠ホームセンター新座店前 

           鈴木明子会員 

           神谷浩一会員  

 ご協力ありがとうございます。宜しくお願い致

します。 

新座市役所より、新座墓苑前の立て看板が剥がれ

て危ないので修理か撤去の依頼が御座いました。 

理事会で検討し「公共イメージ・認知度向上」の

観点から修理をする事になり完成いたしましたの

でお知らせ致します。 

新座墓園前の看板設置致しました 

「第２回 心の声掛け運動」 協力依頼 

社会奉仕委員会    委員長 神谷 億文     

 

 新座市美しい街づくり委員会の皆様のご協力に

により、今年度も１２月１日より１月末日まで、

新座駅前にイルミネーションが点灯します。お近

くにお越しの際は是非ご覧ください。 

新座駅前イルミネーション点灯 



新座ロータリークラブ事務局  

〒352-0001 新座市東北2-25-11-406 

   電 話   ０４８ (４７３)７０４１ 

   ＦＡＸ   ０４８ (４７３)９２２１ 

 Ｅメール niiza.rc@dance.ocn.ne.jp 国際ロータリー第２５７０地区 新座ロータリークラブ 

http://www.niiza-rc.jp 

22日（木） 夜間例会 「１１月度会員親睦会」 １９時 

               リストランテ「パーシモン」 

29日（木） 例会取消 定款による 

12/6（木） クラブ年次総会・クラブフォーム 

13日（木） 通常例会 「月間に因んで」増渕和夫会員        

15日（土） 夜間例会 「クリスマス家族例会」 １８時 

               ベルセゾン 「ASAMA」 

20日（木） 例会取消 振替による例会取消   

27日（木） 移動例会 平林寺参拝 

 委員長 神谷 稔 出席報告 １１・１２月のプログラム  委員長 宮川 勝平 

☆例会出席は 会員の義務です 

欠席の場合はＭａｋｅ ｕｐをしましょう 

★１１月２２日（木）「1１月度会員親睦会」 

  場所：リストランテ 「パーシモン」１９時 

★米山記念奨学寄付金 

    一口 １０，０００円 

★ロータリー財団寄付金  

    一口 １００ドル（11,200円） 

クラブからの連絡 

出席 ２１名 欠席 ３名 

出  席  率 ８７．５０％  

修正出席率 ９６．００％ 
会員数３０名 

（免除者６名） 

H３０.１１.８ 

第２０７９回例会第２０７９回例会第２０７９回例会   １１月第３週１１月第３週１１月第３週   １１月１５日（木）１１月１５日（木）１１月１５日（木）   

      移動例会      移動例会      移動例会     「新座市役所表敬訪問」  「新座市役所表敬訪問」  「新座市役所表敬訪問」     於：新座市役所新庁舎  於：新座市役所新庁舎  於：新座市役所新庁舎   

 


