
国際ロータリー第２７９０地区 

     

 

ＴＨＥ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ ＯＦ ＣＨＩＢＡ ＳＯＵＴＨ 

■創 立■ １９６４年３月２日   ■例会日■ 毎・金曜日１２時３０分  ■例会場■ オークラ千葉ホテル 

■会 長■ 廻 辰一郎      ■幹 事■ 河原 大輔        ■会報委員長■ 石井 慎一 

■事務局■ 〒260-0027 千葉市中央区新田町１２-１ トーシン千葉ビル７階 （☎０４３-２４５-３２０４） 

 

２０２０-２１年度 

第２７１８回 
２０２０年９月４日（金）点鐘１２時３０分 （晴れ） 

🔸国歌斉唱        『君が代』 

◆ロータリーソング『奉仕の理想』 

◆四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 

  １．真実か どうか 

  ２．みんなに公平か 

  ３．好意と友情を深めるか 

  ４．みんなのためになるか どうか 

◆お客様紹介                 

◇米山奨学生／黄 思涵さん 

 

◆会長挨拶及び報告       廻 辰一郎会長  

本日は理事・委員長会議があり

ましたのでご報告します。①クラ

ブ運営資金及びニコニコボックス

の会計について、適正である旨

報告がありました。②オークラ総

支配人の藤井良成会員の転勤に

伴う退会の報告がありました。 

審議事項として、①オークラの新支配人の間々田英

俊氏の入会申込書が届きました。後ほど皆さまに情報を

お送りしますので、ご審議を宜しくお願いします。 

②新型コロナ対策の支援金について、ニコニコボックス

から５０万円を国立千葉医療センターに寄付することに

決定し、来週実行となります。 

③来年 6 月 18 日の例会について、オークラ千葉ホテル

の会場が使用出来ません。その頃に姉妹クラブのある台

湾で国際大会が開催され、そちらに参加しようと思いまし

たが、今の状況（コロナ）でどうなるか分かりません。皆さ

ま、何か良いアイデアがありましたら私か幹事にお知ら

せください。④第２７９０地区のグループ再編についてで

すが、8 月 2 日にパストガバナー参加の打ち合わせがあ

り、９月上旬に意見を纏めて回答するとのことでした。昨

日その回答がありましたが、結果としては、経緯の説明

はあるものの、ゼロ回答と言えるものでした。 

 

そこで急遽、明日、再度の説明会が開催されます。 

◆米山記念奨学会より感謝状伝達                  

 

第１回米山功労者 

   

大塚 裕正会員 

 

 

◆委員会報告                   

親睦活動委員会より （戸井田 泰明会員） 

≪ＣＳＲゴルフ会開催のご案内≫ 

日時⇒ ２０２０年１０月７日（水） 集合０８：３０ 

場所⇒ 久能カントリー倶楽部 

奮ってご参加ください。 

 

地区 RLI実行委員会より （三神 秀樹会員） 

９月７日（月）にＲＬＩパートⅢが開催されます。まだ空き

がありますので、急遽飛び入りでも参加したい方は私ま

でご連絡ください。 

◆幹事報告           河原 大輔幹事 

先ほど会長からお話がありましたが、第２回地区グル

ープ再編説明会が明日ポートプラザ千葉港 2F で５時か

ら開催されます。ご意見のある方はぜひお集りください。 

もう一点、２週間後にガバナー補佐が来会されます。

委員長の皆さまには活動計画を用意して頂くことになり

ますので、宜しくお願い致します。 

◆会員誕生日祝・結婚記念日祝           

≪誕生日お祝い≫ 

 藤波勇一会員、鈴木美津江会員 

 末吉弥和会員、酒井秀大会員 

≪結婚記念日お祝い≫ 

 斎藤昌雄会員 

◆出席報告 (会員数５０名)              

 

 

出席者数 

 ２９名 

欠席者数 

２１名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

 １ 名 

9/21修正出席率 

７０．８３ ％ 



千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

 

◆ニコニコボックス報告              

≪廻辰一郎会長・河原大輔幹事≫ 

台風の季節を迎え、沖縄・九州では、特別警報扱い

の台風が接近していて最大級の警戒が必要とのことで

す。大事にならないことを祈りたいと思います。 

 そのような中、千葉においては、今日は熱中症アラート

が出ているようです。皆様、どうぞご用心ください。 

≪植松 省自会員≫ 

 山﨑会員、景気経済の歴史の話、有難うございました。

久しぶりにバブル崩壊後の苦い経験を思い出しました。 

 藤波会員、自分史のお話、有難うございました。また美

味しそうなドリップコーヒーを戴き有難うございました。 

≪戸井田 泰明会員≫ 

 本日、初当番を記念して。 

 

 

 

本日の卓話 

≪新会員卓話≫ 
山﨑 清美会員 

千葉銀行の山崎です。自己紹

介を兼ねてというお題を頂いたの

ですが、サラリーマン会員というこ

とで、職業と経歴だけをお話する

とつまらないものになってしまうの

で、銀行にいた時代背景を追っ

て経済や景気についての出来事

を絡めながらお話したいと思いま

す。 

昭和 63 年の入行でして、ちょうどバブル期でした。バ

ブル期は皆さまご存知の通り、1986年頃からの 4年ほど、

不動産や株の値が実際の価値を大きく超える、泡のよう

に膨らむといった時代でした。皆さまや皆さまのご両親も、

もしかすると土地や株だけではなく、絵画や高級車、ク

ルーザーといったものに投資をされた方も多いのではと

思います。このように、派手で見栄を張った時代でした。

流行ったものとしては DC ブランドなんてものがあり、現

在私は銀行員の典型のスタイルをしておりますが、入行

当時は光沢のある色やツータック、スリータックのスーツ

を着ていた覚えがあります。女性は現在ユニクロ等を着

て通勤されている方が多いですが、当時はワンレン、ボ

ディコンといったスタイルでした。 

また、清涼飲料のCMで「24時間戦えますか」とあった

ように、モーレツに働くことが良しとされておりました。野

村証券の前は深夜になるとタクシー待ちの列が出来て

いたことを覚えております。 

株価でいうと、日経平均が平成元年の大納会で

38,915 円と 4 万円近い値がついておりました。現在が

23,000 円台なので、比べる当時がどれくらい高かったか

ご想像頂けるのではないかと思います。 

金利はどうだったかというと、旧長期プライムレート

5.7％という時代が非常に強かったです。当時 5,000万と

いう融資を取り付けて、上司に褒められると思ったら「な

ぜ約弁付で貸した。なんで当座貸しにしないんだ。」と怒

られました。約弁とは約定弁済のことで、月々決まった額

を返済するのですが、それだと残高が減ってしまいます。

当時は事業計画といったものより、土地が値上がれば売

って返済出来るという考え方が根強かったので、貸しっ

ぱなしで返さないというのが当たり前になっていました。 

加熱した取引を冷まそうと総量規制が入り、金利の引き

上げが行われました。平成 2、3 年頃には旧長プラは

8.9％まで上がりました。今は都銀の約定金利でも 1％切

れています。千葉銀行の平均も 1％切れているという状

況です。当時の金利でもし売上と借入が同額だったら

8.9％の利益を超えないと赤字になります。皆さまのご担

当されている事業でも、現在それだけの利益を出してい

るところはそう多くないのではと思います。 

過去は護送船団方式で一番体力の無い金融機関に

合わせていた金利も、当時自由化が進んだことで金利

にも差が出るようになりました。一番高いところで、８％あ

り、1 億円持っているひとが年間で 800 万円の金利を得

られていました。当時は若手ながら、1億円貯めよう、そう

したら世の中生きていけると考えたのを覚えております。

因みに現在は、0.002％で、1億円あっても年間 2,000円

です。 

景気後退局面では大手都銀も潰れていきました。入

行からの 7年間で劇的に変わったのを覚えております。 

その後、人事部、柏支店、秋葉原支店、中央支店を

歴任し、役職も係長、支店長代理、次長と変わっていき

ました。この頃は不良債権処理も進み、戦後最長とされ

るいざなみ景気に突入しました。 

幕張本郷支店で 41歳の時、初めて支店長を経験しま

した。この頃にいざなみ景気も終わりを迎え、次に起こっ

たのがリーマンショックでした。支店でも億単位、自分の

生涯賃金をはるかに超えるロスが発生しました。 

その後、所属長小岩支店長～この 3 月までは営業本

部の副本部長等を歴任していました。その間は安倍政

権の 3本の矢による好景気、仮にアベノミクス景気と言わ

せて頂きますが、最近まで戦後最大になるのではと言わ

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 9/29 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 9/15 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 9/23 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 
 

ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 9/17 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 
 

京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 5,000円 累計 90,000 円 

金の箱  266 円 累計 10,747 円 



れる好景気でした。半月ほど前に 71ヶ月で終わっている

のではということが判明し、結果いざなみ景気に次ぐ戦

後 2番目の好景気であろうと言われております。 

このように平成はバブルといざなみ景気、アベノミクス

と景気が良いとされる期間が 15 年もあり、一方でリーマ

ンショック等がありましたが、これらの期間を失われた 20

年、30年と呼ぶ人もいます。なぜかというと、高度経済成

長と違って外需主導で成長が非常に遅く、消費者達の

所得上昇の実感が無いことがあります。 

このように平成を振り返ると、総じて景気が低迷してい

たと言えます。私はまさにその平成を行員として過ごして

きました。今、令和に入り、IT や AI、またコロナ禍による

テレワーク化等の様々な変化が起こっております。ニュ

ーノーマルの世の中を乗り切れるよう、これからも研鑽を

続けて参りたいと思います。 

 

藤波 勇一会員 

ダイワロイネットホテル千葉駅前

の支配人をしております藤波と申

します。 

ロータリークラブに入会させて

頂きましたこと、誠に光栄であり

ますのと、皆様のような立派な

方々の中に、いちサラリーマンメ

ンバーとして参加させて頂き、恐縮しております。 

毎週例会に参加させて頂いて、一番感じますのは、

皆さまとはオーラが違うということでございます。パワース

ポット同様に、皆様に近づくことで、自身にもオーラが出

てくればと、甘い考えを持っております。 

私は、千葉県の佐倉市出身でございます。 

大学卒業後、東京、千葉のホテルで働いておりましたが、

ダイワロイネットホテルに入って 15 年目でございます。こ

ちらに入社後、富山、水戸、宇都宮、西新宿と妻と 2 人

で転勤族をしておりました。数年前より両親も高齢となっ

てきましたので、千葉に帰郷したいと思っておりました。

そんな中、佐倉の実家の隣に住んでおりました叔父さん

が亡くなり、翌年に父も亡くなりました。 

隣のいとこが家を手放すということでしたが、昔から受

け継いだ藤波の土地を失うのは寂しいと思い、親戚から

購入しました。家を購入したものの空き家になりっぱなし

だったので、宇都宮で勤務しているときにマッサージの

資格を取って空き家で開業しようと考えました。仕事終わ

りに、隠れて学校に通っておりました。そうすれば、帰郷

もできるし、社長になることもできると思いました。ここに

いらっしゃる皆様からしたら、相当甘い考えということにな

るのでしょう。 

そんな時に、会社から西新宿の開業の依頼が入った

のですが、二度三度と異動を断りましたが、世話になっ

た上司に「一生のお願い！」と子供みたいなことを言わ

れ、しぶしぶ承諾しました。 

覚えていらっしゃる方も多いかと思いますが、当時こち

らに入会しておりました細見取締役です。今期より顧問

になって、かなりの恰幅でしたが、だいぶスリムになりまし

た。体重とゴルフのどちらが先に 100を切るかと話してお

りましたが、断然体重になりました。 

なんやかんやしている間にマッサージ店という目標は、

中途半端で終わってしまいました。 

西新宿の開業と、近年のインバウンド需要で大忙しと

なりました。何と外国人比率が、70～80％にもなっていた

ので、取る電話、取る電話が英語対応ばかりでした。前

向きに考えれば、無料で英会話学校に行っていると思う

ようにしました。 

そうこうしている間に、母親が昨年の 5 月に亡くなって

しまい、とうとう空き家をどうすればよいのかと途方に暮れ

てしまいました。そこで考え、アパート経営を始めることに

しました。昨年の暮れに竣工し、4 月から入居が始まりま

した。皆様の事業には、到底かないませんが、ある意味

私も経営者となりました。 なんとも器の小さい事か…。 

皆様経営者の方々が、部下の働きが悪いとかぬるい

と思われている方も多いと思いますが、今回よくわかりま

した。アパートの建築業者を決めるまでに、週末に新宿

から帰って何度も打ち合わせを繰り返し決定しました。

競合は、7社。面談回数は20回以上に及びました。自分

の財布となると必死になるものです。大した検証もしない

で出てきた稟議書を見ると意地悪をしたり、頭に来る社

長の気持ちが良く分かりました。非常に勉強になった、こ

こ 2年の話でございました。 

 

皆様の席にございますドリップ式のコーヒーは、当ホテ

ルチェーンでチェックインの際にプレゼントしているもの

です。非常に好評ですので、ぜひご賞味ください。 

  （ほかにもダイワロイネットホテルの宿泊券もご用意くださり、 

ジャンケンで熱戦の末、３名の会員がゲットされました。） 

 

米山奨学生／黄 思涵さん 

皆さん、こんにちは。 

私は、最初、世話クラブが千葉南クラブ

と聞いてすごく緊張しました。 

でも、名刺を作ってくれたり、今月は 

私の誕生日を覚えていてくれたり、 

うれしい気持ちで一杯です。 

あと半年の時間ですが、これからも 

よろしくお願い致します。 

 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

第２７１９回例会 

日 時⇒２０２０年９月１１日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒『地元千葉におけるイベント開催』 

    有限会社オクト 代表取締役 石田辰雄様 

第２７２０回例会 

 ≪クラブ協議会／ガバナー補佐訪問≫ 

日 時⇒ ２０２０年９月１８日(金) 点鐘１２：３０ 

会 場⇒ オークラ千葉ホテル 

会報担当：戸井田 泰明 


