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皆さん、こんにちは。９月１１日に Zoom で地区職業奉仕委員会のセミナーがございました。内容的には、職業奉
仕の精神についてや、郡山での中学生の職業奉仕の活動などが紹介されました。 
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第 7回 [ 3049 ]回目 例会報告  令和３年 (2021） １０月１４日（木） 
                    出席委員会報告 

 
◆開会点鐘  村上裕司 会長                             
 
◆ロータリーソング 〔我等の生業〕            
 
◆四つのテスト 西條博之 職業奉仕副委員長  

◆お客様紹介 ❁福島信用金庫飯坂支店長 西脇徳幸 様（１０月入会） 

❁2021-22年度飯坂ＲＣ奨学生 李 岳 さん 
 
【 10月の奥様お誕生日 】 …♪♪♪ おめでとうございます ♪♪♪ 

１０月１４日 鈴木典子様（正実会員）   １０月１７日 菅野征子様（浩司会員）    
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥lunch time‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
◆会長の時間 

先日のガバナー公式訪問では、大変感動する話や大変良い話だったなと思っております。ありがとう
ございました。先週、県北第二分区の会長・幹事会がありました。その中で会員をどうやったら増やせ
るか、また、増員している状況などのお話がありました。会員一人ひとりが声をかけていただくなど、
ご協力をいただくこともあるかと思いますが、飯坂ロータリークラブは現在４１名ですので、今年度中
には４４名になれるように頑張りたいと思っておりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。来
月の地区大会は、１１月６日７日にいわきで開催されます。親睦旅行も含めて開催したいと思っており
ます。最後の締め切りも間もなくですので、吾妻委員長にご説明いただきたいと思います。 

 
◆親睦旅行について 吾妻一夫 親睦活動小委員長 
地区大会を含めて開催しようということで、いわきで考えてみましたところ、災害復興の記念館や木戸川のマス漁な

どをおりまぜました。せっかくいわきに行きますので、魚屋さんを回ったり、小名浜のクルーズ船などを考えておりま
す。現在参加者は１８名だそうです。２０名で申し込んでありますので、皆様奮ってご参加をお願いいたします。 
 
【退会挨拶 秋葉一彦 会員】この度、１０月の人事異動に伴い桑折支店勤務を命じられま
した。平成３１年２月に飯坂ロータリークラブに入会させていただき、吾妻会長、千葉会長、
菅野会長、そして現在の村上会長の下で活動させていただきました。職業奉仕委員会も務め
させていただき「四つのテスト」の唱和もさせていただきました。ロータリーは退会いたし
ますが、ロータリーの精神を常に心に持ちながら、これからも仕事に励んでいきたいと考え
ております。最後になりますが、飯坂ロータリークラブの益々のご発展をご祈念いたしまし
て、退会の挨拶とさせていただきます。大変お世話になりました。ありがとうございました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
◆幹事報告 生田目正志 幹事 
Ａ．メーキャップ報告 
１０／６   川俣ロータリークラブ       安斎忠作、佐藤真也、菅野浩司 各会員 
１０／８   福島東ロータリークラブ      安斎忠作、佐藤真也、菅野浩司 各会員 
１０／９   県北第二分区会長・幹事会     村上裕司、生田目正志、安斎忠作、佐藤真也、菅野浩司 各会員 
１０／１２  梁川ロータリークラブ       安斎忠作、佐藤真也、菅野浩司 各会員  

◆地区職業奉仕委員会委員長セミナーの報告 鈴木牧子 職業奉仕委員長 

会員総数 41 名  

出席会員 28 名  

欠席会員 13 名 

出席率  68.29% 

  飯坂ロータリークラブ 創   立   昭和 33 年（1958）5 月 5 日 

ガバナー   志 賀 利 彦 

ガバナー補佐  安 斎 忠 作 

会   長     村 上 裕 司 

幹   事     生田目 正 志 

       

 

 

週  報  
報 

言行はこれに照らしてから 
「四つのテスト」 

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 

 

＜バッチの贈呈 新会員挨拶 西脇徳幸 会員＞ 皆さん、こんにちは。今回の人事異動で飯坂
支店長となりました西脇と申します。ロータリークラブさんに入るのは初めての経験ですの
で、皆さんのご指導のほどよろしくお願いいたします。皆さんと共にロータリーの精神を持
って、活動してまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 
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＜飯坂 RC 奨学生 李 岳さん＞ 先月の報告の通り、東京でインターンシップに
参加してきました。ＪＦＥと三菱ケミカルエンジニアリング、ベンチャー企業な
ど三カ所を回ってきまして、かなりやりたい仕事を感じて、自分の努力の方向も
明らかになり、これからそれに向けて頑張っていきたいと思っております。１１
月６日７日の親睦旅行も参加いたしますので、その時にお話をして仲良くなっ
て、これからも頑張っていきたいです。よろしくお願いいたします。 
 

＜紺野容樹会員からのお願い＞ 
私が入会しております福島信用金庫
本店さん若手経営者の会「新世代経
営研究会」では、毎年献血活動を行
っており、10月23日に福島信用金庫
本店さんの駐車場に献血車が来て献
血活動を行います。一人でも多くの皆
様のご協力をお願いいたします。 
 



以上、いろいろとお話してきましたが、飯坂支店におきましても、是非みなさんと良い思い出を作りたいと思ってお
ります。今後ともよろしくお願いいたします。と言うことで、そろそろ時間になったようです。最後まで、ご清聴あり
がとうございました。                                 ◆閉会点鐘  会長 

◆スマイリングＢＯＸ 堀切孝敏 小副委員長 【合計３８ｓ】 
村上 裕司会員 ５ｓ 秋葉支店長大変お世話になりました。西脇支店長これから宜しくお願いします。渡辺支店長スピーチ楽しみにしています。 
安斎  忠作会員 ５ｓ ガバナー公式訪問無事終えて 菅野、佐藤幹事大変お世話様になりました。 
秋葉  一彦会員 ５ｓ 人事異動により桑折支店に転勤となりました。２年８カ月大変お世話になりました。後任の西脇支店長も宜しくお願い致します。 
渡辺  賢司会員 ５ｓ 先週の例会欠席おわび＆本日の会員スピーチよろしくお願いします。 
服部  裕一会員 ３ｓ 秋葉支店長大変お世話になりました。又、西脇支店長これからよろしくお願いします。本日の渡辺支店長スピーチ楽しみにしています。 
佐藤 真也会員 ３ｓ 秋葉支店長お世話になりありがとうございました。西脇支店長をお迎えして 渡辺支店長スピーチ楽しみにしております。 

あ生田目正志会員 ３ｓ 渡辺賢司会員のスピーチよろしくお願いします。秋葉会員ごくろう様でした。 
紺野  容樹会員 ３ｓ 渡辺会員のスピーチ楽しみにしてました。 
斎藤  孝裕会員 ３ｓ 前回欠席おわび 引き続きよろしくお願いします。本日は鉄道の日です。 
中野  哲郎会員 ２ｓ 渡辺会員のスピーチ楽しみにしています。 
菅野  浩司会員 １ｓ 先日はガバナー公式訪問お疲れ様でした。本日は渡辺賢司会員のスピーチ楽しみにしております。  

◆会員スピーチ  渡辺賢司 会員 

改めましてこんにちは。東邦銀行飯坂支店の渡辺でございます。日頃はお客さまのお話を伺う
ことがほとんどですが、「今日は自分の話をしてください」ということなので、どうか最後まで
よろしくお願いいたします。さて話の内容ですが、今年の２月に飯坂ロータリークラブに入りま
して、今回が初めての会員スピーチですので、自己紹介を兼ねまして学生時代や銀行に入ってか
らのエピソードなどを中心に話していきたいと思います。 
私が産まれましたのは昭和４８年５月３日、今年で４８歳になりました。出身は桑折町の上郡

で、実家は兼業農家で米や桃を作っています。現在は森合に住んでいます。以前は祖父も父も夏
は投網、冬は鉄砲をやっていました。私も小さい頃に祖父から投網を習いまして、庭で葉っぱを
狙って網を広げる練習をした記憶があります。小学校ではスポーツ少年団で「ソフトボール」を
やりながら、「習字」と「そろばん」も習っていました。中学は桑折町立醸芳中学校に通いまし
て、部活は野球部に入りました。ちなみに、３年生の時のクラスメイトが福島民友新聞の伊藤会

員の奥様になられていることが最近分かりまして、びっくりしました。大変かわいらしい方で人気がありました。高校
は福島東高校に進学しまして、中学校と同じ野球部に入りました。この野球部の練習が大変厳しかったので、今も夢に
出てきます。その野球部での思い出が２つあります。１つは練習中の出来事なんですが、練習中に私が打ったファール
ボールが当時女子高だった成践高校の敷地に入ってしまい、ボールを拾いに行ったところ、体育館で部活をやっている
のが見えました。新体操部だったと思いますが、白いレオタードを着て練習していまして、大変まぶしく見えました。
東高は当時男子校で華やかなことは何も無かったので、まったくの別世界でした。もう１つはアルバイトでの出来事で
す。野球部では部費を稼ぐために、年末年始に福島中央郵便局で年賀ハガキの仕分けと配達のアルバイトをしていまし
た。私は配達初日にとても早く配り終えて戻ってきたので周りから驚かれました。ところが翌日、郵便局から学校に「配
達が間違っている」と連絡がありました。配達する地区ごとに輪ゴムでまとめてあり、私は最初の配達先に輪ゴム留め
した束ごと配達してしまっていました。今では個人情報漏えいで大変なことになっていたかもしれません。嬉しいこと
もありまして年賀ハガキを配達していると、お年玉をくださる方がおりました。その時大変うれしかった記憶がありま
すので、今も学生アルバイトが年賀ハガキを持ってきたときは、お年玉をあげることにしています。東京の大学に進学
して最初の２年間は、千葉県松戸市にある福島県の学生寮で生活しました。私が寮にいた１９９２年頃は、たぶん５０
人ぐらいの学生が住んでいたと思います。寮に入ってからの１か月間「あいさつ回り」という伝統があり、それが辛く
て毎年数名が退去していきました。これは１か月間、毎晩先輩の部屋の前で自己紹介をして、名前や出身校などを先輩
に覚えてもらうというものでした。繰り返していると、だんだんと話しかけられるようになり気に入られると先輩の部
屋に上げてもらい、くつろぐことも出来ました。今になってみれば、この時の「あいさつ回り」の体験が、社会人にな
って役立っていると感じます。続いて大学時代のアルバイトについて話したいと思います。私は建設現場で建築測量の
アルバイトを３年ぐらいやりました。現場ではいろんな人が働いていまして、実は妻とはこのアルバイトで知り合いま
して、その時の話をしたいと思います。東京の京橋に、私が大学４年生の時に完成したテプコビルという建物がありま
す。その建設現場で私と同じ仕事をしていた妻と出会いました。妻は山口県の下関市出身で、演劇がやりたくて上京し
まして、東映の俳優養成所に通いながら、日中はフリーターとして働いていました。このテプコビルに、現在、東邦銀
行の東京支店と東京事務所が入っていまして、何かの縁を感じます。私が就職活動をしていた平成７年は、３月に地下
鉄サリン事件が起きた年です。たまたまその日は就職活動の日で、アルバイトを休んでいましたので、事故に巻き込ま
れずに済んで助かりました。その後、就職は東京と福島とのどちらにするか迷っていましたが、父に「東京では投網は
出来ないぞ」と言われまして、それも、最終的に東邦銀行を選んだ理由の１つになったのかもしれません。 
ここからは銀行に就職してからの話をしていきたいと思います。私は平成８年４月に東邦銀行に入行しましたので、

ちょうど２５年が経ちました。転勤は飯坂支店が７回目です。単身赴任は今まで一度もありません。家族に聞くと、全
員で生活する方が良いと言ってくれますので、私は家族に大変感謝しています。今までの転勤先は順に言いますと①仙
台東支店(当時は仙台卸町支店)②東福島支店③郡山卸町支店④喜多方支店⑤融資管理部⑥出向⑦審査部そして⑧飯坂支
店です。その中でも最初に配属された仙台東支店が一番思い出深いです。父に手伝ってもらい仙台の社宅へ引っ越しの
最中に、支店長が見に来てくれました。その時に支店長に父が頭を下げるところを見まして、「父が頭を下げたからには
一所懸命働かないといけないな」という気持ちになったことを覚えています。それから、この支店の時に結婚しまして、
結婚式に出席した妻方の親戚は、福島に一泊して帰ってもらうことになり、その時に泊まったのが今日お世話になって
いる「吉川屋」さんでした。今この話をすることが出来たのも、何かのご縁だと感じます。喜多方支店の時は平日も投
網をやりました。喜多方は市内に田付川という一級河川がありまして、アユも放流されていました。残業の無い日は家
に帰ってから歩いて川に行って投網が出来ました。今思えばなかなかない環境だったと思います。しかし、その後起き
た東日本大震災と原発事故の影響で、それ以来投網はやっていません。喜多方支店のあと、融資管理部でお取引先の経
営支援に携わりまして、その後、４年間にわたり、お取引先へ出向していました。出向先はカジュアル衣料を扱うアパ
レル企業で、事務所がある東京に急遽家族５人で引っ越しました。そこでは財務や出店の予算管理などを担当しました。
出向して間もなくの頃に、役員が家族全員を食事に招待してくれました。あとから聞いたんですが、私がどんな人間か、
家族を見れば分かるから招待したそうです。それから、部長に昇進した社員と一緒に、銀座へ連れていかれまして、「ア
パレルで働くからには良いスーツを着なさい」と言って、ポケットマネーで部長と私にそれぞれスーツを作ってくれま
した。実は今日着ているこのスーツが、その時作ってもらったスーツです。もう５年も経っていますが、今も直しなが
ら、特別な日に着ることにしています。 
   

１００円献金 １０，０１０円 
ご協力ありがとうございました！ 


