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第１８２５回例会

■ 点　　鐘 　12時30分
　

■ ロータリーソング 　君が代・我らの生業
　

■ 唱　　和

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

■ ビジター　牟田充子（大分南）、日名子祐一、林 

昭三、青柳義信（大分中央）、中島一志、村上有紀、

神 大和男（別府）、首藤 誠、金本龍生、安部恭典、

高橋喜巳（別府北）、西馬良和（別府中央）

■ 会長の時間 　　　　　会長　竹内　孝夫

　みなさん、こんにちは。会長の時間です。

　本日は職業奉仕委員会の担当により職場例会を

開催いたします。後藤会員に快く引き受けていただき

ましたので実施となりました。後藤会員より“信用

金庫について”という題での卓話をいただきます。

　又、６月25日にブライダル委員会主催で実施予定

だった“別府東RC婚活パーティー”は延期にしたい

と思います。やはり様々な点から 低２ヶ月以上の

準備期間が必要と判断して今回延期としました。

－ロータリー親睦活動月間－
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■ 出席報告

０名ゲ ス ト40名会員総数本

日

12名ビジター24名出 席 数

75％出 席 率８名欠 席 数

78.13％修正出席率65.63％前々回の出席率

1578回100％ 通算

岩瀬、黒岩、幸、神田、西、

檀上、坂本、箕作

出席規定免除：

西村名 会 員 ：

■　メイクアップ

　事後（第1823回例会）

　　　　工藤（晴）（地区増強セミナー）、瑞木、

但馬（2720JapanO.K.ロータリーＥクラブ）

■　欠　　席

安部、笠木、西（貴）、髙橋、但馬、梅津、渡辺、

山下（唱）



婚活パーティーにおいては次年度への引継事業と

してお願いしたいと思います。

　私の任期もあと１ヶ月を割りましたが、 後の

事業として姉妹クラブである“台北昇陽RC”との再

調印が６月18日に実施されて９名のメンバーが台北

に向かいます。２月の事前の話し合いにおいて再

調印の事前合意は出来ています。あちらの15周年

事業の一環として再調印が実施されると思いますの

で、しっかりと再調印をしていきたいと思います。

　本日は後藤会員から信用金庫の業務を含めて様々

な話を聞ければと思います。

■ 幹事報告 　　　　　幹事　一力　秀次

１．2017－2018年度広報・青少年奉仕部門合同セミ

ナー開催のお知らせ

　熊本会場　

　日　時　平成29年７月８日13：00～16：00

　会　場　アスパル富合

　　　　　　　（熊本市南区富合 096-357-4580）

　大分会場

　日　時　平成29年７月９日10：00～13：00

　会　場　大分ホルトホール302・303会議室

　　　　　　　（0975-76-7555）

　出席者：2017～2018年クラブ会長、会長エレクト、

クラブ幹事、広報委員長、ＩＡ委員長、

ＲＡＣ委員長、青少年奉仕関係委員長、

他参加希望者　※上記、次年度関係会員

のご参加をよろしくお願い致します。

２．第12回定例理事・役員会並びに次年度（引継）

理事・役員会報告（平成29年６月１日11：45～

於杉乃井ホテル 15名出席）

　審議事項

　１号議案）姉妹クラブ訪問団参加者確認と空港

までの交通手段、土産品選定の件

　　訪問日　平成29年６月17日～19日

　　17日　10：55　福岡出発 12：30 台北着

　　19日　20：00　福岡到着

　　交通費＝交流金／土産代＝国際奉仕／ニコボッ

クス10万＝前年度ニコ50万円より

　　参加者：竹内、桝田、梅野、一力、長野、中塚、

久保田、尾方、工藤（晴） 以上９名

　２号議案）ブライダル委員会主催「別府東ＲＣ婚活

パーティ」開催の件

　　開催日　平成29年６月25日13：00～

　　　　　　於ホテルサンバリーアネックス

　　＊親睦委員会の協力を得て再計画。参加人数の

都合により次年度へ継続も要検討

　３号議案）別府青年会議所より「九州地区大分

ブロック協議会第50回大分ブロック大会記念

式典」並びに「大懇親会」参加依頼の件（登録

締切６月25日）

　　開催日

　　式　典）平成29年７月２日13：00於別府ビー

コンプラザ・フィルハーモニア

　　懇親会）平成29年７月１日18：00於別府ビー

コンプラザ・レセプションホール

　　＊長野会長が理事長席登壇の為、竹内直前会長

が代理出席。祝儀１万承認

　４号議案）2016―2017年度会計監査２名の選任の

件（クラブ細則第12条）　＊第37代会長：梅野 

保／幹事：杉本邦弘 各会員に選任

　５号議案）2017－2018年度（７月例会より）定例

会場の件　＊杉乃井ホテルより現状使用の打診

あり。改善委員会審議後、再度、理事会審議。

　６号議案）2017－2018年度委員会構成（確認）の件

　７号議案）2017－2018年度予算書（案）の件

＊承認

　８号議案）細則第９条第２節に則り「奉仕活動専用

口座」開設の件　＊みらい信金に新規開設承認

　９号議案）2017－2018年度年間スケジュール（案）

の件　＊定款第８条第１節による「休会」２回分

を保留して作成承認

　10号議案）2017－2018年度永田壮一ガバナー公式

訪問例会の件（ホスト：日出ＲＣ）

　　日　時　平成29年８月29日18：00～大分第３

グループ６ＲＣ合同例会／19：30～

ガバナーとの６ＲＣ懇親会（２次会：

北浜）

　　場　所　別府湾ロイヤルホテル

　報告・確認事項　６月～７月の例会予定の確認

　【６月＜ロータリー親睦活動月間＞】

　６月１日「ゲスト卓話」

　　　　　　　千壽智明氏　12：30～杉乃井ホテル

　　　８日「職場例会」12：30～

　　　　　　　大分みらい信用金庫本店４Ｆホール

　　　15日「第５回（新旧）クラブ協議会」

　　　　　　　12：30～杉乃井ホテル

　　　22日「ロータリー勉強会」12：30～

　　　　　　　ホテルサンバリー　＊1500円ランチ

　　　29日⇒26日に変更「会長・幹事慰労会」

　　　　　　　18：30～サンバリーアネックス

　７月６日「会長・幹事就任挨拶」

　　　13日「クラブ管理運営各委員長就任挨拶」

　　　20日「奉仕プロジェクト各委員長就任挨拶」

　　　27日「第２回クラブ協議会」







≪「顔写真」提出のお願い≫
　

後藤誠一、西 貴之、尾方義顕、工藤晴生、中村

忠孝、工藤陽一、羽田野 徹 会員各位
　

「ガバナー月信」新会員紹介ページ掲載用の

「顔写真」をご持参ください。
　

　　　データ提出の方は、

　　　　　jigoku@beppuhigashi-rc.jp

　　　　　info@beppu4rc.jp

本日は、職業奉仕委員会の担当により、職場例会

を開催致します。



　みなさま、こんにちは。本日

は、大分みらい信用金庫によう

こそおいでくださいました。

　この建物は昭和39年に建て

られたもので、既に53年経過

しています。その当時はそれ

ほど広い駐車場も必要なかった

のでしょうか、駐車場が狭い

ものですから、今日は近隣の駐車場をご利用いただ

くなど、ご不便をおかけして申し訳ございません。

　４月の「別府市近隣７ＲＣ合同親睦ゴルフコンペ」

に参加させていただき、受付をしていた時に、工藤

恵美会員さんから６月の職場例会をみらい信金で

どうかという話をいただきました。

　ロータリーに「ノー」はない、あるのは「イエス」

のみという無言のプレッシャーを感じつつ「職場

例会って何かな？」と思っていましたところ、職場

例会とは会員の職場を訪問して、例会を開催するもの

ですとお聞きしましたので、それならホールでできる

と思い「イエス」とお応えしました。ところが次の

　＊1500円ランチ例会を２回設定

３．６月６日18：30～割烹旅館ゆめさきに於いて

「別府市内４ＲＣ新旧会長・幹事会」が開催され

ました。

　出席者：竹内孝夫会長、一力秀次幹事、荒金信治

次期ガバナー補佐、長野勝行次期会長、

久保田高史次期幹事

４．例会変更のお知らせ

　杵築ＲＣ：６月16日の例会は『職場体験例会』

の為、同日18：30～ホテルソラージュ大分・

日出に時間・場所変更

　別府中央ＲＣ：６月20日の例会は『夜例会』

の為、６月19日18：30～別府亀の井ホテルに

開催日時・場所変更

　大分中央ＲＣ：６月20日の例会は『お疲れ様

笑談会』の為、同日18：00～Ken's Barに時間・

場所変更

　津久見ＲＣ：６月20日の例会は『夜間例会』

の為、同日18：30～浜茶屋に時間・場所変更

　大分キャピタルＲＣ：６月21日の例会は『年度

打ち上げ例会』の為、同日18：30～ふく亭本店

に時間・場所変更

　大分城西ＲＣ：６月21日の例会は『感謝の

集い』の為、同日18：30～豊の国健康ランドに

時間・場所変更

　中津平成ＲＣ：６月22日の例会は『夜間例会』

の為、同日19：00～グランプラザ中津ホテルに

時間変更

　別府ＲＣ：６月23日の例会は『第５回（新旧）

クラブ全員協議会』の為、同日18：30～両築別邸

に時間変更

　杵築ＲＣ：６月23日の例会は『会長・幹事慰労

会』の為、同日18：30～焼肉みやべに時間変更

　大分南ＲＣ：６月23日の例会は『夜の親睦

例会』の為、同日18：30～クラブ三清に時間・

場所変更

５．2016－2017年度後期立替金（５月12日付）請求

の納入期日が過ぎています。ご失念の方は、至急

納入方お願い致します。

６．本日、11：45～大分みらい信用金庫本店４Ｆに

於いて「第７回クラブ改善委員会」を開催しました。

７．次週（６月15日）の例会予定

　　「第５回（新旧引継）クラブ協議会」

　　　12：30～杉乃井ホテル　※次年度委員長は

活動計画書の提出をお願いします。

８．本日の回覧　①「第５回クラブ協議会（新・旧

引継）」出・欠席（６月15日）　②「ロ－タリー勉強

会例会」出・欠席（６月22日：ポリオランチの為、

会場変更）　③「会長・幹事慰労会」（６月26日）

出・欠席　④クラブ現況資料に掲載の「会員名簿

校正原稿」＊訂正のある方は加筆してください。

変更ない方は、✓印または、○印をご記入ください
⑤中津中央RC週報

■ お 祝 い

　夫人誕生日　西（貴）佳子さん（６月13日）

　　　　＊ご自宅にお花とお菓子をお届けします。

　結婚記念日　檀上　陽一会員（６月10日）

　　　　　　　笠木　隆弘会員（６月14日）

　　　　＊ご自宅に特選豊後牛肉をお届けします。

■ ニコボックス 　　　　委員長　山下布美代

　竹内孝夫会長　６月10日より例年通りビアガー

デン・ビアホールを本館サンバリー屋上10Ｆで

行います。１人4,000円になります。又、同じく

６月10日より「プリマドール」リニューアル

オープンします。バイキングからイタリアン

中心に変わります。尚、６月９日よりプレオー

プンを６時30分より実施します。会員の方、

よろしければ参加して下さい。５口。業者会

会長として桝田会員３口。

　瑞木一博会員　５月例会を欠席し、申し訳あり

ませんでした。改善委員会は竹内会長に全て

まとめていただきました。感謝します。クラブ

に迷惑を掛けましたので５口ニコボックスいた

します。

会員（大分みらい信用金庫　常勤理事） 　後　藤　誠　一



週に、一力幹事さんから職場の中を見学するんですよ

と言われて、ハタと困ってしまいました。

　私の席は皆さまが入ってこられた１階営業室の

窓口係の後ろで、机といすと印鑑くらいしかありま

せんし、また私どもには、金庫室と営業室の機械しか

ありません。そしてそこに置いているのはご存知の

とおりお金だけです。金融機関は資金を運用して

収益を上げていますので、店には日常的に必要な分

しか置いていません。この前、福岡で金の買い付け

資金ということで、現金３億８千万円が強奪されま

したが、こんな高額取引に現金を動かすということ

が不思議でなりません。このような場合には、通常

自己宛小切手とか振込という手段が使われますので、

何かテレピドラマか映画を見ているような気になり

ました。いずれにしましても常識では考えられない

ことが起きるようになったという思いです。

　さて、この建物に駅前通りから入られた方は、

１階の営業室に「 守  心 」と書かれた額を飾っている
しゅ しん

のに気付かれた方もいらっしゃるのではないかと

思います。これは荒金大琳先生に揮毫していただい

たもので、読んで字の如く心を守るという意味です。

私どもは金融機関ですので、お客様の大切なお金を

守るのが仕事ですが、お金を守るのは当然のことと

して、金融業を通じてお客様の心をお守りすると

いうことを表明したものです。新聞で振り込め詐欺

や還付金詐欺といわれるような犯罪が報道される

たびに怒りを覚えますが、被害にあわれた方はお金

の損害以上に心を痛めていらっしゃるのではないか

と思います。このような詐欺被害からお客様を守る

ために、一時的に面倒をおかけしますが、警察が

作成したアンケートに答えてもらったり、どうして

も多額の現金を持って帰られる方には自己宛小切手

を薦めたりして、被害にあわないように努めていま

す。このことがお客様の心をお守りすることになる

と信じています。荒金先生の作品は、このほか当

金庫の研修所にも多く飾らせていただいています。

　それでは金庫室や営業室の機械を見ていただく

代わりに、みらい信金を知っていただくビデオを

用意しましたので視聴してください。このビデオは

５年前の当金庫創立90周年の記念式典の時に作成

したものです。それではビデオをご覧ください。

（…ビデオ視聴…）

　皆様お疲れ様でした。ということで、ただ今見て

いただきましたように、駅前の油屋熊八像は当金庫が

別府市に寄贈させていただいたものですが、観光客

が像の前で記念写真を撮っている様子を見ています

とこちらもうれしくなります。

　さて、信用金庫は全国で451金庫あったのですが、

現在は破綻や合併等で263金庫となっています。店舗

数は7,379店舗です。信用金庫で働く役職員の数は

110,428人です。銀行の数は119行あり、店舗数は

13,466店舗。金庫の数は信用金庫が多いが、店舗数

は銀行が多いという状況です。

　大分県でもかつては10金庫（別府、大分、日田、

中津、昭和、杵築、佐伯、臼杵、府内、佐賀関）あ

りましたが、現在は３金庫（みらい、大分、日田）

しかありません。

　私が就職した当時、金融機関は護送船団方式と

いわれて、どこも横並びで、取扱う商品や金利は

どこも同じという時代でした。ところが、金融の

自由化以降、金融機関の淘汰が始まり、 近はマイ

ナス金利の影響で、非常に収益が上げにくくなって

きました。将来の人口減少や企業の減少を見据えて、

鹿児島銀行と肥後銀行のように地銀再編の動きが

活発になり、またマイナス金利の影響で、金融機関

の収益はますます厳しくなっています。さらに

フィンテックの時代が到来しますと、金融機関の

店舗は不要になると言われています。数年後には

金融機関の様子はガラッと変わっているかもしれま

せん。みずほ銀行が「ペッパー君」を一部店舗に

導入した事例も出ていて、将来的には人手を要し

ない時代が刻一刻と迫っているような気がします。

　週刊ダイヤモンドによりますと、金融業界でなく

なる職種ランキングの１位は銀行営業、４位銀行

窓口、６位融資審査担当だそうです。建設業や製造業

の方が農業分野に進出するという話は 近ではよく

耳にしますが、金融機関は国から許認可を受けて営業

ができ、業務の範囲も限られていますので、何でも

するというわけにはいきません。信用金庫は相互扶助

の精神で設立された金融機関で、営業地域も限定され

ています。地域の中小零細企業、生活者の皆様のお役

に立つ営業をすることが生き残る道と思っています。

　本日は、ビデオで当金庫の歴史をご覧いただき、

近の金融環境などを少しお話しさせていただきま

した。みらい信金のことを少しお分かりいただきまし

たでしょうか？ 職場例会がこういう形でよかった

のか心配ですが、好意と友情を深め、みんなのために

なるならという思いで、力不足は承知の上で引き受け

させていただきました。不行き届きの点は何卒ご容赦

願えればと思います。なお机の上に昨年のディスク

ロージャー誌をお配りしていますので、こちらもご覧

いただければありがたいと思います。本日はありが

とうございました。それではこれからもロータリー

についてご指導をよろしくお願いします。

職場例会風景


