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本日の行事予定 (2017 年 3 月 10 日) 

第 3098 回例会 

卓話担当：堀田力男君 

講  師：音楽家 正水百代氏 

演  題：＜気軽に楽しむ音楽会♪＞ 

～30分で行く音楽世界旅行～ 

 
先回の記録 

第 3097 回 ’17 年 3 月 3 日（金）晴れ 

卓話担当：中村陽介君 

演  題：「金融の歴史と私」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー  稲垣宏高君 
会 員 総 数    67名  2月 10日例会分訂正 
出席免除会員    22名   欠 席 会 員    19名 
本日出席会員    53名   MAKEUP会 員    15名 
本日の出席率  79.10％  訂 正出席 率  96.92％ 

 
会長挨拶 

浅井彦治会長 

3 月のロータリー特別月間

は「水と衛生月間」です。ロ

ータリーが提唱する当月間の

テーマ主旨は、「きれいな水

と衛生設備の利用は、すべて

の人がもつべき権利。なのに、

汚染水で病気になる人や命を落とす人が後を絶ち

ません。未来を担うはずの子どもたちは、水汲み

などの労働によって学校に通えず、つらい境遇を

強いられています」 

ロータリーの世界レベルでの活動は後進国の生

活に役に立つものです。井戸を掘るだけではあり

ません。きれいな水と衛生設備を提供した上で、

衛生や伝染病予防に関する教育も行うことで、コ

ミュニティ全体の生活を改善し、子どもの通学率

を高めています。 

「ＭＹ ＲＯＴＡＲＹ」に投稿されている活動

の例には、5 カ国（ベリーズ、グアテマラ、ホン

ジュラス、インド、ケニア）で、持続可能な水と

衛生、および教育を含む包括的なプロジェクト

「WASH IN SCHOOLS」（学校での水・衛生改善）を

試験的に実施しています。当地区ではラオスへの

簡易水道システムの贈呈がされています。 

一人に安全な水を提供するコストは 24 ドルで、

現在までにロータリーの活動で 2300 万人が利用

できるようになりました。ロータリーは 2030年ま

でに安全な水と衛生設備を全ての人が利用できる

ようにする目標を掲げています。 

日本における学校環境基準では、水道には上水

道、簡易水道、専用水道、簡易専用水道、水道用

水供給事業があります。飲料水の水質については

一般細菌、大腸菌、塩化物イオン他、計 10項目を

毎年検査しています。当然井戸水等の自己水は専

用水道として検査内容も厳しいものとなり、50項

目の内容について毎日行うものから、毎月、ある

いは3ヶ月に1回等、検査義務を施されています。

当然、設備も毎年保健所による検査があります。 

津島市水道水質検査計画によりますと、津島市

には又吉、神守配水場があり、市内 5 本の地下水

（深井戸）と、愛知県尾張西部浄水場からの給水

で賄われています。県水に依存しているのは

77.0％になります。水質は又吉配水場における地

下水には鉄とマンガンが含まれているため、除鉄、

除マンガン処理がされています。神守地区の地下

水は良好です。いずれにしても美味しい水だと思

います。 

私のサラリーマン当時の経験では昭和 50 年代

に東京（千葉県松戸市）、北海道（札幌市）、大

阪府（堺市）へ転勤した経験から、飲み水の味を

振り返ると札幌はうまかったのですが、東京、大

阪はまずかったように記憶しています。 

ただ津島においても配水場の近くの家庭には塩

素の濃度が幾分高く注入されますので、少しカル

キの匂いがするケースがあります。その理由は、

塩素は殺菌効果等が期待されますが、長い時間水

の中に溶けていることができないこともあり、給

水先の末端家庭の安全のために濃度を調節して注

入しているようです。我が国における環境基準は

日進月歩しているように思われます。ご当地も給

https://www.rotary.org/ja/usaid
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水は安全な環境を保つために多くの活動がされて

います。水が人類にとって重要であることは言う

までもありません。この機会にそんな当たり前に

なっている有益な水について少し考えてみては如

何でしょうか。 

 
幹事報告 

田中正明幹事 

 本日、例会終了後、理事会

を開催いたします。該当の

役員・理事・委員長の皆様

にはご出席いただきますよ

うよろしくお願い致します。 

 本日、『ガバナー月信』3月号を回覧しており

ます。『ロータリーの友』3月号をお配りいた

しました。なお、寺島国際奉仕委員長のご配慮

で『ロータリーの友』縦書き P.17 に台北滬尾

ＲＣとの姉妹締結更新の調印式の模様が掲載

されました。 

 3月 6日(月)に次年度第 1回役員・理事・委員

長会議が朝日寿しにて開催されます。該当の役

員・理事・委員長の皆様にはご出席いただきま

すようよろしくお願い致します。 

 
ニコボックス報告 第 3097回分 

伊藤哲朗ニコボックス委員長 

浅井彦治会長、加藤則之副会

長、田中正明幹事 ①『ロー

タリーの友』にクラブの記事

が掲載されました。②本日、

中村さん、卓話よろしくお願

いします。③浅井賢次さん、

お帰りなさい。 

浅井彦治会長 ①ゴルフ月例で 100打ちました。 

②警察署協議会の会長になりました。 

中村陽介君 本日、卓話を担当致します。どうぞ

よろしくお願い致します。 

寺島淳一君 クラブ広報委員会さんに極秘で『ロ

ータリーの友』に投稿した記事が載ってしまいま

した。まさか載るとは思っていませんでした。 

山田勝弘君 本日愛西市立佐織中学校の卒業式に

出席してきました。感激！ 

寺田晏章君 児玉さん、お世話になりました。 

山本達彦君 余郷さんにお世話になりました。 

滝川林一君 久しぶりに例会に出席しました。 

矢田潔君 元気に 82才の誕生日ができ、親に神に

感謝を致しております。もう少しロータリーに置

いてください。お願いします。 

余郷利彦君 浅井賢次さん、

お帰りなさい。 

水野憲雄君 浅井さん、ハワ

イよりお帰りなさい。また一

度ハワイで会いたいです。 

高木輝和君、坂井裕君、佐藤敬治君 浅井賢次さ

ん、お帰りなさい。彦治さんが首を長～～～～～

～くして待っておりやした。(ＶＸ

ガス不発) 

浅井賢次君 無事ハワイから帰り

ました。アラモアナロータリークラ

ブに 3回目出席し、交友を深めて参

りました。 

伊藤祥文君 写真がのりました。 

宇佐美三郎君 伊藤哲朗さんの明るい顔を見て。 

吉田康裕君 年度末に道路工事で穴をほじくりか

えしてすみません。ご協力に感謝しています。 

篠田廣君 タイで 5 ラウンド、ゴルフしてきまし

た。幅さんにお世話になりました。 

幅辰雄君 バンコクより無事帰国しました。篠田

先生にお世話になりました。 

山田公男君、猪飼充利君、山田章博君、伊藤幸蔵

君 おひなさま。 

伊藤哲朗君 わが愛犬、めす犬ですが本日 3 月 3

日、1 才の誕生日を迎えました。相変わらずかま

れています。 

安江正博君、生田達一君、高木輝和君、松崎安孝
君、後藤亨君 その他。 

 

卓 話 

卓話担当：中村陽介君 

演  題：「金融の歴史と私」 

銀行に身を置くものとして、金

融の歴史を振り返りながら、私自

身がその時々の金融環境の中で

どのような経験をしてきたのか

をお話しさせていただきます。 

日本の現代の金融史は、1945

年の太平洋戦争敗北～連合国軍

の占領下に入ることから始まり

ます。翌年には、新円切り替えという名のデフォ

ルトが行われ、国債購入していた富裕層の資産も

一気になくなります。奈落の底へ落ちたわけです

が、ここから日本は奇跡の復興を遂げます。 

日経平均株価は 1950年に前年の 1949年 5月(取

引所再開時)にまで遡って算出開始されました。初

日の終値は 176 円 21 銭という記録が残っており、

現在の水準と 2ケタも違います。1960年代はまさ

に高度経済成長期であり、その象徴が 1964年開催

の東京オリンピックです。私は、オリンピック開

催の 3 年後の 1967 年に生まれました。1971 年に

は、1944年から続く金本位制に基づく通貨の固定

相場制度に大きな変化が訪れました。スミソニア

ン協定によりアメリカドルの切り下げが行われ、

日本円の固定レートは 360 円から 308 円となりま

した。それから直ぐの 1973年 2月、田中角栄政権

時にいよいよ変動相場制に移行しました。時期を

同じくしてオイルショックが訪れます。母親とい

っしょにティッシュの買いだめに出かけたことや、
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父親といっしょに何度もガソリンスタンドを往復

したことを覚えています。さて、世界的な経済成

長が続くわけですが、1985年に一つの大きな転換

点を迎えます。先進国Ｇ5 による『プラザ合意』

です。財政・貿易の「双子の赤字」で苦しむアメ

リカの国際収支不均衡是正のためにドル売り協調

介入が実施されました。この政策によりドル安は

進みますが、米国の貿易収支赤字の改善は思うよ

うに進まず、またドル安是正のための金利引き上

げの憶測も飛び交い、かの『ブラックマンディ』

が 1987年 10月に起きました。1929年の世界大恐

慌を上回る世界的な株価大暴落であったわけです。

日本平均株価は前日比 3,836.48円安（▲14.90%）

を記録し 21,910.08 円の終値でした。こうした株

式市場の逆境がありながらも経済は伸張し、1989

年 12 月の大納会で日経平均株価は過去最高の

38,915円を記録するのです。この時、私はまさに

バブルを象徴するような気ままな大学生をやって

おりました。戦後 45年で日本の株式時価総額はつ

いにアメリカを世界で初めて上回ることとなりま

した。そして、このバブル景気がピークであった

1990年までが、日本の戦後金融史の「第 1部」だ

といえます。 

幸せだった「第 1 部」がバブル崩壊と共に終わ

ると、日本の金融と経済は、没落と苦難ばかりの

「第 2 部」に突入しました。株価的にはバブルが

弾けただけですが、為替の円高や金融不安（山一

や北拓・長銀の破綻など）、そして中国の台頭な

どで経済成長もゼロ～マイナスの時代が続く「失

われた 20年」に突入したのです。ＩＴバブルや小

泉バブルなど、一時的に株価や経済が上昇した時

期もありますが、長くは続きませんでした。 

私は 1990年に銀行に入行、バブル組とも言われ

ます(笑)。これまで歩んできた道程はまさに金融

苦難の「第 2 部」そのものであります。『護送船

団方式』と揶揄されてきた銀行でしたが、金融ビ

ッグバンといわれる規制緩和をきっかけに大きく

変化を遂げていきます。 

私の入社当時、銀行はその社会的役割や準拠法

等から「都市銀行」「長信銀」「地方銀行」「第

二地銀」といった呼び分けがされていました。平

成元年以降の銀行合併・連携リストを用意させて

いただきました。オーバーバンキング状態であっ

たことがよくわかります。私が就職活動をしてい

た頃、都市銀行が 13、長信銀が 3、信託銀行が 7

つありました。いまや 3 メガを含む 5 金融グルー

プに収斂、ネット専用銀行が新興勢力として出現

しています。 

私の入行当時の営業といえば、融資と定期預金

集め、そしてファームバンキング契約獲得が主な

内容でした。定期預金集めといえば東海北陸自動

車道建設に向けた土地収用が行われていた時期で、

1,000万円以上の自由金利定期預金は、9％台の金

利がついた記憶があります。 

『72の法則』をご存知でしょうか。運用の年利で

除すると元本が 2 倍となる年数がわかるというも

のです。9％なら 72÷9＝8 年ということになりま

す。当時、郵便局の定額貯金が 10年で倍になると

言われていました。現在は 1 年定期の金利が

0.010％ですから、元本が 2 倍になるには 7200 年

かかります。誰も生きていません（笑）。 

バブルが崩壊し、その変遷を目の当たりにして

きました。1997年の山一證券の自主廃業は鮮明に

覚えています。就職活動で内定をいただいていた

うちの 1 社でしたから、驚きを隠さずにいられま

せんでした。そして同年、都市銀行の北海道拓殖

銀行が経営破たん、銀行は潰れないという神話が

崩れた瞬間でした。当時、労働組合の執行部に在

籍していましたので、同じ仲間の北拓の従業員組

合から逐次入ってくる情報に触れるたびに「とん

でもない事態」であることを認識しました。翌年

は日本長期信用銀行が国有化され、まさに金融に

とって世紀末的な混乱を極めていた時代といえま

す。この頃、世界経済もタイを震源地として起こ

ったアジア通貨危機により深刻な状況に陥ってい

ました。 

こうした経済の混乱に対する策として 1999 年

に世界で初めてとなる「ゼロ金利政策」が導入さ

れました。その後、経済環境はＩＴバブル等もあ

り持ち直したかに見えましたが、2007年のサブプ

ライムローン問題を契機に再び金融は混乱、翌

2008 年にはリーマンショックが勃発したのです。

日本経済も大打撃を受けました。2009 年 3 月 10

日には日経平均がバブル後最安値の 7,054 円を記

録。これからどうなるのか？？？と途方に暮れる

中、政治の世界では民主党政権が同年 9 月に発足

しました。この激動の時代の中、私自身も 2002

年と 2006年の 2回も合併を経験しました。いずれ

の合併時も異なるポジションでその作業の当事者

として関わってきました。今思い出してもかなり

の激務でありました。 

日本は 2011 年の東日本大震災という大打撃も

経験し、2012年には自民党が政権を奪還。安倍総

理のアベノミクス「三本の矢」を軸に経済立て直

しが図られていますが、金融緩和・ゼロ金利から

いよいよマイナス金利（2016年 1月）導入による

景気刺激策が取られています。まだまだ金融環境

は予断を許さない状況下にあるといえます。 

 さて、私の職場の歴史をお話ししたいと思いま

す。私どもの津島支店は、1893 年（明治 26 年）

に津島の庄屋であった渡辺新兵衛らによって、愛

知県海東郡津島町（現津島市）を本店に資本金 10

万円で設立されました。1907 年（明治 40 年）に

名古屋銀行（東海銀行の前身の一つ）に吸収合併

され、その歴史の幕を閉じました。合併時の頭取

は大橋助左衛門であったと記録が残っています。 

その「名古屋銀行」は 1882年 7月（明治 15年）

に名古屋区長吉田禄在の呼びかけで、有力実業家
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次回例会 

■第 3099 回 ’17年 3 月 17 日 (金) 

卓話担当：寺田晏章君 

講  師：野球解説者 犬飼俊久氏 

演  題：「今年のドラゴンズは？」 

お知らせ 

■第 18回西尾張ロータリー美術展 

と き：3月 14日(火)～20日(月・祝) 

       9：30～16：30(17：00閉館) 

       ※14日は 13：00～ 

      20日は 16：00まで 

ところ：稲沢市荻須記念美術館 

その他：津島ＲＣ関係より 3名が出展 

     

10人の発起により設立された銀行です。「愛知銀

行（尾張徳川家に関係の深い豪商・素封家の発起

により1896年3月に第十一国立銀行と第百三十四

国立銀行の 2 行が合併、両行の営業を引き継いで

設立された）」と「伊藤銀行(名古屋の富豪伊藤家

の金融事業[個人経営の伊藤為替方]に端を発し、

1881年 6月、名古屋最初の私立銀行本店として設

立された)」の 3行が合併して 1941年 6 月（昭和

16年）に誕生したのが東海銀行です。東海銀行か

らＵＦＪ銀行、そして三菱東京ＵＦＪ銀行と変遷

を辿りますが、津島支店としてのこの地での営業

は、実に津島銀行創業より数え 125年を迎えます。

地域の皆様に感謝するばかりであります。 

 堅い話が続きましたので、最後に私の経歴をお

話しさせていただきながら、ちょっとやわらかい

話で締めくくりさせていただきます (紙面上では

省略いたします)。御清聴ありがとうございました。 

 
誕生日祝福（3月） 

野々山勝也親睦活動副委員長 

幅  辰雄君（ 7日） 

矢田 潔君（14日） 

伊藤 基君（19日） 

山田勝弘君（21日） 

寺田晏章君（23日） 

 

夫  人 

梶浦興蔵君（ 5日） 

加藤泰一郎君(5日） 

余郷達也君（12日） 

生田達一君（16日） 

稲川明俊君（19日） 

伊藤  基君（21日） 

松崎安孝君（25日） 

 

結婚記念日祝福 

幅 辰雄君（ 3日）  伊藤  誠君（12日） 

伊藤祥文君（12日）  余郷利彦君（15日） 

滝川林一君（20日）  浅井賢次君（26日） 

相羽あつ子君(26日） 伊藤哲朗君（29日） 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

コラム③―職業奉仕委員会 

伊藤誠委員長 

～高潔性と倫理～ 

【企業の社会的責任とロータリー】 

 企業の社会的責任（ＣＳＲ）は、事業が行わ

れる地域社会と環境に対して、企業が責任を持

つことを意味しています。持続可能な開発のた

めの世界経済人会議（ＷＢＣＳＤ）は、ＣＳＲ

の定義を、「倫理的に行動し、経済開発に寄与

すると同時に、労働者とその家族、ひいては地

域社会と社会全体における生活の質を改善す

るために、企業が継続的に取り組むこと」とし

ています。社会倫理について 2012 年に発行さ

れたある記事によると、現在、ＣＳＲには次の

ような明確な傾向があることがわかっていま

す。 

1. 企業の事業分野と関連した寄付を行う：企業

の慈善活動を事業内容と関連した社会問題

に向ける。 

2. 企業が後援するボランティア・プログラムに

従業員が参加する：仕事へのやる気を高め、

企業が持つ社会的価値を従業員と共有する。 

3. 企業の社会的価値観とコミットメントを伝

える：ソーシャルメディアやその他の方法を

活用する。 

出典：『職業奉仕入門 255-JA-(313)』  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木吉男君に 2017～18 年度

地区危機管理委員の委嘱状が

手渡されました。 

加藤則之副会長 

稲垣宏高君の指揮 3人寄れば〇〇…？ 

左から 

鶴見治貞君 

余郷利彦君 

松崎安孝君 

 3匹のおっさん

かな? 

山田公男君が

司会です。 


