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 会長 福田 和子 
  皆様、こんにち
は。お忙しいなか会
場でご参加いただい
ている皆様、こんに
ちは。Zoom で参加
の皆様、ありがとう
ございます。今日は
出席が多いような気
がします。 

 カレンダーも今年最後の一枚になりました。
師走ですね。ここにきて、オミクロン株が世界
で流行っていますが、日本では水際で食いとめ
ていただきたい、政府にはそう願うばかりで
す。コロナも下火になり、皆様の会社はご繁栄
していることと思います。 
 年末年始、ロータリーでもクリスマス例会・
新年例会と行う予定です。多くの人とたくさん
お話し、コミュニケーションを取りたいです。
皆様のご参加をお願いします。 
 今年の流行語大賞ですが、アメリカで頑張っ
ている大谷翔平選手、「リアル二刀流」「ショー
タイム」などと報道されています。その中で私
は、大谷選手が球場で小さなごみをさりげなく
拾って、後ろのポケットに入れている映像を観
ました。アメリカでは珍しい光景なのだと思い
ます。以前、イチローと佐々木投手を観に、シ
アトルの球場に行ったことがあります。観客の
足元にはゴミ箱のようにたくさんのゴミがある
のですが、そのまま皆さん置いて帰って行って
しまうのです。日本では考えられません。 
 先日の大宮駅西口早朝清掃の際も、多くのゴ
ミがありました。誰が捨てるのでしょう。日本
人も大谷選手のようになれば、ゴミはなくなり
ます。皆様もどうぞ一つのゴミでも気を付け
て、きれいな社会を作りましょう。 

  
  
   
  【本日のリーダー】   
   

  星野 良江 会員  
 
 
 

 
■2021 学年度米山記念奨学生  

  グェンティガンさん（Zoom 参加）      

  「感謝の集い、楽しみにしています」      

「」  （ご紹介： 副会長 新井 清太） 

 
 

      幹事 押野 一郎 
①12 月のロータリーレートは 
１ドル 114 円です。 
②12 月 20 日（月）はクリスマス
夜間例会です。二次会も清水恒
信会員のお店で予定しておりま
す。奮ってご参加下さい。 
③来年の１月 29 日（土）に RLI
パートⅢが開催されます。未受

講の会員は、この機会にご参加頂くようお願い申
し上げます。 
 
 
 
■親睦委員会 委員長 岡部 勉 
クリスマス例会の参加者は現在 45
名です。返信がまだの方、本日が
締切ですので、よろしくお願いし
ます。 
 
 
 
中嶋 正尊（15 日）、小沢 孝（17 日）、 
結城 剛（17 日）、山本 教雄（21 日）、 
星野 良江（27 日）、駒月 理人（27 日）、 
大千里 佳子（28 日）、佐藤 直樹（30 日）各会員 

会 長 挨 拶 

お客様紹介、米山記念奨学生紹介

小沢隆  副会長 内山泰成 
 

ロータリーの目的・四つのテスト 

mailto:west@rc-omiya-west.com


 

 
 
 

 

 
 

            
 
                      

 
 

雑誌・会報委員会 委員長  
廿野 幸一 
●横組 
P.５ RI 会長メッセージ 
     12 月は疾病予防と治療月間 
P.８～17 「元気に過ごすコツ」 
         コロナ禍でも前向きに 
P.18 2020 パラ女子マラソン 
      視覚障害 金メダリスト 
     道下美里選手 
P.24 世界ポリオデー トレインジャック  
      2750 地区東京グループ 
●縦組 
P.４ 筋肉を保持「貯筋」する大豆のチカラ  
    筋肉と寿命 20ｇ×30 日 平均筋力アップ！ 
P.９ この人訪ねて 村田裕之さん 
（いわき小名浜 RC）公認会計士、運送会社経営 
 
 

 
 

 𠮷田 信行 会員   
 野村證券株式会社 
   
 今年４月よりさいたま支店
長を拝命し、４月に高橋誠一
さんを御紹介者として、伝統
と格式ある大宮西 RC に入会
させて頂きました。 
生まれも育ちも和歌山県北

部の和歌山市、地元出身阪神
ファンの父親と東京出身の生
粋の長島巨人ファンの母親の見合い結婚の下、昭和
45 年６月３日に誕生しました。 高校まで山・川・海
に囲まれた田舎の和歌山でノンビリ暮らし、大学以
降は地元を離れ、卒業後は野村證券へ入社。バブル
下の神戸で、アメリカンフットボール三昧の学生生
活を送りました。 
社会人になり、都内の小岩支店→横浜支店→福岡

支店→名古屋駅前支店勤務と、証券営業マンとして
走り回りました。支店長としては都内の三軒茶屋支
店長→北日本･信越・北陸地区エリアマネージャーを
経て、鳥取県西部にある米子支店長→地元の和歌山
支店長→日本橋にある本店営業部長を経て、現在の
さいたま支店に参りました。 
現在は３年ぶりの単身赴任生活を謳歌、大宮区内

に暮らしています。最近ではコロナが多少収まって
きたので、南銀界隈で夜な夜なパトロールをしてお
ります。 
首都圏エリアを起点に全国の地方を津々浦々回ら

せていただきました。その土地土地でお客様や地域
のご重鎮方に大変お世話になり、地元の名産等の美
味しいものを頂き、有意義なサラリーマンとしての
転勤ライフを満喫して参りました。 
 家族は、妻一人、長女、次女、長男。家族は都内

の三軒茶屋で粛々と暮らしており ます。 
 
■野村證券の現在について 
 昔からよく言われた「株屋」的な業務は、随分と
割合が減りました。お客様の B/S 上の全ての分野で
サポートすべく、幅広い業務領域で、本社にあるプ
ロフェッショナル部隊やグループ内・外の専門部署
や提携する士族やコンサルタントと連携し、様々な
ご法人オーナーや医療法人、多様な資産の相続･承継
に悩む富裕層の方々や、長引く超低金利下、これか
ら資産形成が必要な個人投資家の皆様にも、枯渇す
ると言われる将来の年金の補完的な長期運用業務も
展開しております。 
 

 駒月 理人 会員 
株式会社埼玉りそな銀行 
 

  昭和 48 年 12 月 27 日に名古屋
市で生まれました。父親も銀行
に勤めておりたまたま名古屋に
赴任、そこで地元の名古屋の支
店に勤めている母親と知り合っ
て、私が生まれました。２歳の
時に父親の転勤で名古屋を離
れ、以降はまた名古屋に戻ることはなく全国を転々
としました。 
 高校生以降は、今住んでいる東京・杉並区にずっ
といたのですが､それまでは短い時には２年ごとに引
越していたため､ 小学校も４つ行きました。 
 平成８年に、当時の「あさひ銀行｣の蕨東支店に入
社しました。銀行は、キャリアの歩み方が二つあ
り、一つは主に本部の頭を使う部署（例えば、企画
部や人事部や審査をする部署）を異動していくルー
トと、もう一つは、支店という現場を転々とするル
ートです。前者を「頭脳派」・後者を「肉体派」、ま
たは、前者を「エリート」・後者を「ソルジャー」と
言ったりします。私は後者で、入社以降、主に埼玉
県内の支店を転々としました。支店長は、初任が越
谷市のせんげん台支店、その後、大阪市内の野田支
店、現在の大宮西支店で、３店めになります。 
家族は、１歳年下の妻と､小学５年生の娘の３人、

今は私の両親と２世帯住宅に住んでいます。 
 

【金融機関に押し寄せるデジタル化】  
 今まで、お給料が口座に入って公共料金を口座振
替で引き落とし、家賃を送金、クレジットカードの
引落をする「決済機能」は、全て金融機関の口座を
通して行われていました。が、それにとって代わる
ものが世の中に登場。例えば「LINE ペイ」で個人間
の送金が簡単に行われるようになったり、海外送金
を専門に行う金融会社が出てきたりして、既存の金
融機関は、何とかデジタル化の波に取り残されない
ようにと必死にサービスを強化している状況です。 
支店の店頭でもデジタル化が進んでいて、最近で

は口座開設の手続きも随分と変わってきました。最
近の口座開設の様子を、お客様と店頭の社員のやり
とりによる寸劇風にして、紹介します。 

 
①通帳口座 
お客様）口座を作りたいんだけど。 
社員）最初に口座の種類をお選びいただきたいので
すが、通帳がある口座と通帳がない口座のどちらに
なさいますか。 
お客様）そんな通帳がないなんでありえないでしょ
う。通帳は作ってよ。 
【解説】 最近は、WEB やアプリで口座取引の明細
が取れます。残高が載っている通帳を持つことをリ

ロータリーの友 解説 

イニシエーションスピーチ 
 

 

 



 

スクと考え、通帳がないタイプの口座を選ばれる方
が、若い世代を中心に多くいらっしゃいます。銀行
としても通帳発行の経費がかからないため、通帳な
しの口座を作る人に特典を用意したりしています。 
②無印鑑口座 
社員）口座開設申込書に、住所や名前を記載してい
ただいてもよろしいですか？ 
お客様）よし分かった。住所、名前、最後に印鑑を
…（印鑑を押そうとする） 
社員) お客様、印鑑を押していただかなくても、口
座をお作りすることが出来ます。 
【解説】弊社では無印鑑口座という、印鑑なしの口
座もお作りしています。ご来店いただけるお客様で
あれば、キャッシュカードと暗証番号でご融資以外
のほぼ全ての手続きが出来るようになっています。 
③キャッシュカード即時発行 
社員) キャッシュカードの発行手続きに進みたいと
思います。 
お客様) 実はこの口座は女房に内緒なので、後から
郵送で送られてくると困るんだ。  
社員) お客様、ご安心下さい。10 分程お待ちいただ
ければ、今日この場でキャッシュカードをお渡し出
来ます。  
【解説】以前は本社のセンターでキャッシュカード
を作り、後日、簡易書留郵便で送っていました。
が、今は支店にカード発行機があり、その場でお作
りしています。ただし、金融機関にはお届けの住所
にちゃんと住んでいることを確認する義務みたいな
ものがあり、後日「口座作成のお礼状」は送らせて
もらっています。 
 
 

 

 
高橋 誠一 
     会員 

  
「Blue Ocean HOTEL & RESORT MIYAKOJIMA」 
 2021 年 10 月にオープン！ 目の前が海です。 
 ヴィラ ６棟×２ 12 棟、ホテル棟 ６室

 
 
■2015 年３月、伊良部島まで伊良部大橋ができまし
た。それで様相が変わり、リゾートホテルがどんど
ん建っています。 
下地島 下地空港 

JAL・ANA の練習用滑走路 3,000ｍ → 国際線ター
ミナルに。 
ジェットスターやスカイマークで行けます。 
 
「日本で一番のリゾート」 
透き通った海が美しいです！ 
コロナ禍で海外に行けなくなった今、リゾートとし
て脚光を浴びています。 
 
■宮古について 
那覇から宮古は、飛行機で 45 分ほどです。 
那覇よりかなり暖かいです。 
これからの季節（11～３月）ゴルフシーズン。 
今頃の気温は 23～25℃です。 
 
巨人軍の自主トレにも利用されています。 
伊良部島に球場を作る計画もあります。 
 
コテージから 10 秒で海！ 
家族で楽しめます。 
夏…マリンスポーツ 
冬…ゴルフ場 ３とハーフ１  
 
 
 
 
 
 
 
 
  会員増強について 
  力をつけていろいろとやっていくために、  
  会員が必要です。 
 「会員、一人が一人をご紹介ください。」 
  皆様のご紹介、よろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会 員 卓 話 
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