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100％出席例会 於：哉吉
―次回のお知らせ―
11 月 24 日（木）（12:30）
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直前会長◆桐田 吉彦

TEL＆FAX：046-873-0226

本日の進行

長◆菊池 尚

第 1･2･4 木曜日 12:30

蟹江康光氏
「関東大震災の航空写真について」

2016 年 11 月 10 日 ─

菊池会長の時間

恒例の 100%例会開催のため、会場が哉吉さん に移動となり

みなさんこんにちは

ます。本年もぜひとも出席率 100%を達成したいと考えており

暦の上ではもう冬になりまして、朝晩寒さ

ますので、皆さんにおかれましては、本日欠席の会員の方もお

を感じるようになり、だいぶ風邪が流行り

誘い合せの上、ご出席いただければ大変ありがたいと思ってお

だしました。インフルエンザも発生してい

ります。全会員のご出席を、どうぞ宜しくお願い致します。

るようですので、早めの予防接種を心がけ

報

て、どうぞ、ご健康にご留意いただきたい
と思います。
さて、今週月曜の 7 日に京都紫野クラブを表敬訪問して参り
ました。メンバーは、次年度村松会長匂坂幹事、55 周年実行
委山科委員長三宅副委員長、松田幹事、横山副幹事と私の 7 名
で伺い、名誉会員推戴状の交換と挨拶、山科実行委員長からは、
4/22 の記念例会式典の PR とお招きの挨拶をさせていただき
ました。吉田京都紫野 RC 会長からは、ぜひ多勢の会員でお伺
いしたいとのお言葉を頂戴しました。例会後は、少し早い紅葉
見物でお寺を二つまわり、10 時過ぎに無事逗子に帰着致しま
した。
ところで米大統領選は、予想外のトランプ氏当選となりました
が、早いもので当クラブでも、次々年度会長の指名の時期とな
り、11/12 に指名委員会が開催されることとなりました。お
心当たりの方は、当日の待機をお願いしたいと思います。
本日の卓話は、今春入会の小西一知会員のイニシエーションス
ピーチです。もうすっかりクラブに馴染まれて、優秀な銀行支
店長として、皆さんよくご存知ではありますが、今日は小西会
員の為人について、子どもの時、学生時代などのお話も伺えれ
ば、より親近感が湧くと思います。そんな話題もぜひお願いし
たいと思います。
最後になりますが、今日は、久しぶりに例会場のカンティーナ

告

松田幹事 到着物：ガバナー月信 11 月号、ロータリーの友 11 月号
開催案内：11/12（土）13:30～第 6 回地区青少年奉仕委員会
於：第一相澤ビル
委員会報告 岡本職業奉仕委員長…17 日 100%出席例会 18 時から
24 時までの間、36 分間出席宜しくお願いします。
匂坂親睦委員長…12/15(木)OVA にて忘年会、1/12(木)SCAPES に
て新年会開催。出席宜しくお願いします・。
矢部（房）R 財団委員長…米山寄付、R 財団寄付、本日も箱を回します。
宜しくお願いします。
11 月理事会報告
＊逗子市民祭りの決算報告 →承認
＊11/12 指名委員会設置 於：海狼 18:30～ →承認
＊11/17 100%出席例会について、普段出席できていな
い会員に出席を促す。逗子クラブの団結を強めたい。
出欠の確認はとらない →承認
＊12/15 忘年会について、会場は OVA18:30～20:30
送迎バスあり（17:40 集合）利用者の確認をする。
会費\3,000 →承認
＊1/12 新年会について、会場は SCAPES18:30 ～
20:30 奥様同伴、会費会員￥5,000、夫人￥3,000
送迎無し →継続審議
＊予算執行状況報告 →承認
＊その他…・事務所の電話の名義変更について
・1/22 ディベート大会について

で、実はほっとしているところでありますが、来週の例会は、

⒒
月
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

16 日

水 クラブ研修セミナー

17 日

木

１９日

土 インターアクト年次大会

第 3 例会

18:00

菊池・村松会員

土 米山学友会主催「国際交流会」

24 日

木

第 4 例会

12:30

哉吉

「100%出席例会」

19 日

菊池・松田・藤吉・大野会員
桐田会員

卓話「関東大震災の航空写真について」
蟹江 康光氏

藤沢商工会議所

相模原南市民ホール
秦野商工会議所
カンティーナ

【出席報告】
会員数 5２名
（出席免除 5 名）
出席者

２６名
５４.１６％

アメリカ大統領選で為替と株価に一喜一憂している今日この頃です。私の生い立ちの前に勤務先の横
浜銀行逗子支店の紹介をしたいと思います。
横浜銀行は現在約 200 店舗で営業していますが、東日本との統合により今後ますます活動エリアを広
げていく予定です。1941 年生誕で今年 75 周年の逗子支店は、横須賀ブロックの鎌倉エリアに所属し
ています。現在総合フルバンクではありませんが、口座数は市民数より多く、預金残高は横浜銀行でも
大型支店の部類に属し、融資残高も鎌倉支店に匹敵する支店となっています。過去においては自前の
ATM の設置数がサービスの優劣の一つでしたが近年はコンビニ ATM との提携がサービス向上のポイ
ントとなってきています。余談ですが私は第 31 代の逗子支店長です。

次に私の生い立ちに移ります。私は 1970 年生まれの 46 歳で千葉県習志野市の自衛隊駐屯地そばに生まれました。父の勤
務先の関係もあり人生で 9 回の引越を経験しており一つの所に定住することがありませんでした。そんなことで、同市の記憶
はなく、3 歳になる前に九州長崎市に引越をしました。幼稚園入園は長崎でしたが小学校入学は千葉県船橋市でした。小学校
時代は野球に夢中になりピッチャーをやっていました。自分では比較的うまい方であったと思っています。また、町の習字教
室で低学年から学んだおかげで元来左利きの自分でも右手で習字が出来ていました。小学校 4 年の時に四国松山市の道後温泉
に引越をしました。道後温泉によく家族と行っていました。中学入学は世田谷の二子玉川でした。当時は駅前で盆踊りが行わ
れていたほどのんびりした町でした。クラブでは野球部に属していました。中学 3 年 2 学期から高校卒業までは名古屋市に移
りました。5 階自宅マンションの 3 階・4 階には中日ドラゴンの選手が住んでおり声掛けをしてもらったりしました。高校で
は新しい部活がしたくてやり投げをやっていました。大学入学で東京に再び移り 4 年を過ごしました。スポーツでは野球サー
クルに所属また、音楽サークルではマンドリン楽器を演奏していました。演奏会にも参加するほどでしたが、今ではマンドリ
ンが家のオブジェとなってしまっています。アルバイトでは人気塾講師となり、
「小西先生のゼミナール」と題打った冠授業も
持っていました。バーテンのアルバイトもした経験があります。
現在に至るまでエピソードはまだまだあるのですが時間が来てしまいました。次回機会があったら続きを話したいと思います。
以上、ありがとうございました。

ニコニコＢＯＸ本日合計

担当

￥３０,０００

岡本

久

累計 ￥７６４,０００

山口君（鎌倉 RC）…本日は宜しくお願い致します！小西さんの
スピーチ楽しみにして参りました。

毛利君…いよいよ秋ですね。
福嶋君…「トランプ」にエースも有ればババも有る。

小西君…本日はスピーチを行わせて頂きます。よろしくお願いします。

市川君、松井君、藤吉君、清水さん、北島君、匂坂君、岡本君

菊池君…小西会員卓話よろしくお願いします。 11/7 京都紫野
RC.

…小西さんスピーチよろしくお願いします。
矢部（房）君、橘（武）君、服部君、森澤君…小西会員スピー

松田君…トランプ大統領が決まりました。エースになるか？

チ楽しみにしています。

Joker になるか？小西会員卓話楽しみにしております。 桐田君…いよいよ冬到来、外仕事がつらくなります。
宝子山君…トランプ氏まさかの勝利！これは喜劇？それとも悲劇？

臼井君…小西さんの卓話が聴きたくて出張先より戻って来ました。

村松君…寒くなりました。秋なく冬来たり。卓話楽しみ。

山本（由）君…寒くなりましたネ！！小西会員卓話宜しくお願

矢部（光）君…横浜銀行は生え抜きの行員が初めて頭取に就任、
小西一知会員、希望に大きく羽ばたけ！

いします。
横山君…小西さん多くの情報をお願いします。

京都紫野ＲＣ
表敬訪問に
行って参り
ました

R 財団ニコニコ
菊池 \１０２,0０0 宝子山、村松 ￥20,400
矢部（光） ￥10,200
矢部（房）
、服部、横山 ￥1,020
米山ニコニコ
宝子山、村松 \２0,000
矢部（光）
、矢部（房）
、服部、横山

\1,000

