
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 
2022 年 6 月 8 日 (水) 

通算第 3009 回例会 

本年度 第 35 回  

場所 瀬戸商工会議所 

例会次第 

・開会点鐘 

・「四つのテスト」 

・出席状況 

・会長挨拶 

・誕生日・結婚記念日祝福 

・報告事項 

・委員会報告/その他の報告 

・クラブフォーラム  

担当：会長・幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

    
 

 

 

第３００８回例会 会長挨拶 鈴木政成君 
 

２０２２年６月８日発行  第２８２６号 
号    

瀬戸ロータリークラブ会報 
２０２１～２０２２ ＲＩ.２７６０地区  

前回例会 記録 
2022 年 6 月 1 日第 3008 回例会 

・場所 瀬戸商工会議所 

・出席報告５６名 出席会員４２名  

当日出席率 75％ 

・行事 
・2022 学年度米山奨学生 ド・ティ・ホン・

クェンさんへ 6 月分奨学金授与 

・本人誕生日 

         鈴木政成君 

・結婚記念日 

         加藤五津美君 

・卓話 

佐藤亜矢子君、草野 真吾君 

「新会員の卓話」 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。本日の例会は

第 3008 回、本年度 34 回目の例会で

ございます。本日のゲストは 2022 学年

度米山奨学生 ド・ティ・ホン・クェンさん

です。よろしくお願いいたします。 

さて、今年度最終月となりました。今ま

で通りの感染対策をとっていれば、この

まま例会も、予定しています会員交流

会もできる感じがしており、ほっとしてお

ります。6 月はロータリー親睦活動月間

でございます。クラブ計画書を開いて

いていただきますと、ロータリーの目的

第 1～第 4 までが書かれております。

第 1に書かれております「知り合いを広

めることによって奉仕の機会とすること」

とはどのような意味か自分なりに考えて

みました。仲間と親睦を深め、仲良くな

って仲間づくりをすることではないかと

思います。その仲間づくりの場を提供

することを担う委員会が親睦活動委員

会で、会員交流、家族会など色々催し

ております。その他の仲間づくりとして

同好会がございます。瀬戸ロータリーク

ラブにも、酒場放浪同好会、温泉同好

会、釣り同好会、将棋同好会の 4 つの

同好会がございます。様々な同好会を

通じて仲間づくりの手段と考えますとク

ラブ以外にもたくさんあります。ロータリ

ーの友に俳壇、歌壇、柳壇のコーナー

があります。俳句、短歌、川柳を楽しむ

方がいかに多いことかと思いますし、

2018 年からは月替わりで詰碁コーナ

ーと詰将棋コーナーが誕生しました。

碁や将棋を楽しむ人も多いと思いま

す。全国に楽しむ仲間がいますので、

皆さんもそのような場所に参加して仲

間の輪をひろげていただくのも良いの

ではないかと思います。さて、その親

睦ですが、よく親睦と奉仕はどちらも

無くてはならないものとして車の車輪

に例えられます。他に自転車に例えら

れた方もみえ、前輪が奉仕で後輪が

親睦、この意味は、進むべき方向を指

し示すのが前輪の奉仕で、後輪の親

睦は自転車のエネルギーであると例

えられています。いずれにしても親睦

と奉仕はロータリーにはなくてはなら

ない両輪であると思います。親睦活

動、同好会活動だけをやっていれば

良いということではなく、奉仕活動にも

しっかりと参加していただくことで、片

方の車輪が止まることなく前進できる

ものだと考えております。親睦活動を

することで、お互いの仲間意識を強く

して奉仕活動も頑張りましょうとの意味

だと思っております。今月はロータリー

親睦活動月間ということで親睦につい

ての私の考えを述べさせていただきま

した。 

 

例会予定 
 

6 月 15 日（水） 
規定休日 

 

6 月 22 日（水） 
会長 鈴木 政成君 

「年間回顧」 
 

6 月 29 日（水） 
規定休日 
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ニコボックス報告 
2022 年 6 月 1 日例会 
佐藤亜矢子君、草野真吾君お二人の卓話を楽しみにしています。

会長 鈴木政成、幹事 松本哲也 

誕生日をお祝い頂きありがとうございます。お陰様で 6 日で 71 才

を迎えます。鈴木政成 

結婚記念日を祝っていただいて有難うございます。素敵な花で食

卓がにぎやかになりました。加藤五津美 

本日は卓話の機会を頂きありがとうございます。佐藤亜矢子、草野

真吾 

佐藤亜矢子君、草野真吾君の卓話を楽しみにしています！ 

青山貴彦、青山稔、井上博、江坂正光、大竹一義、大原道夫、刑

部祐介、梶野輝雄、勝谷哲次、加藤五津美、加藤一夫、伍春加

藤克己、ｶﾈ三加藤克己、加藤定江、加藤唐三郎、加藤眞言、加

藤光哉、加藤太伸、加藤陽一、加藤令吉、金谷康正、小林稔、近

藤三博、澤田武憲、鈴木伸、鈴木紹陶武、鈴木光彦、高橋信郎、

田中靖達、寺田悟、牧オサム、増岡錦也、松村晋也、山内敏也、

山本英雄 

「新会員の卓話」  草野慎吾君 

 
 

皆さん、こんちわ。本日の卓話を務めます、草野でございます。宜しくお

願いいたします。瀬戸ロータリーに入会をさせて頂いてから、早 5 か月が経

ちました。ようやく慣れてきたのかなという感覚を持っていますが、今日は少

しでも私の事を皆さんに知って頂ければという思いで話しをさせて頂きます。 

私は 1982 年 11月 28日生まれの 39歳です。家族は妻と 2歳の長男、8

か月の長女です。名古屋市西区に生まれ、後に日進市へ引っ越しました。

小学生時代はバスケットボールに、中学生時代は野球に熱中していました。

高校 3 年間は友人と好きな事をして過ごしました。大学では経済学を専攻し

ました。就職は、世の中の動きを一番近くで体感できる仕事は何だろうと考

え、金融にしました。銀行と証券に絞って就職活動をして、一番早く内定をく

れた今の会社に入ることを決めました。2005 年に入社し、同期入社は 150

名程で豊田支店より証券マンとしてスタートを切りました。新人の仕事は、新

規開拓でした。高額納税者名簿と、ゼンリンの分厚くて大きな地図を片手に

電話と訪問をする日々が 2 年位続きました。同期は 1 年で半分に、今は 10

数名だけしか残っておりません。証券会社の営業には数字が人格というカ

ルチャーが根強く残っていましたが、今はガラリと変わっております。小泉構

造改革、郵政解散、ライブドアショックを目の当たりにし、政治や経済、世界

情勢と株式の変動をまさに体感する仕事に従事したんだという再認識と充実

感、緊張感を覚えた新人時代でした。2 年半豊田で過ごした後、京都へ異

動。土日は京都観光をするイメージでしたが、現実はリーマンショックが起

き、その対処と復活の京都支店勤務はあっという間に過ぎました。その中の

唯一の良い思い出は、妻との出会いだったと思います。次の異動命令は、

中津川支店でした。この地は母の故郷であり、小さい頃に見た風景と変わら

ない景色なのに、仕事を通じて見ると違うと記憶しています。4 年半、比較的

長い時間を中津川で過ごし、入社 10 年の 31 歳の時にこの瀬戸の地に異

動となりました。ですから私は今 2 度目の瀬戸の勤務になるわけです。当時

は、初めて管理職の営業課長として仕事をしていました。弊社瀬戸支店は

2007年 2月 13日の開業であり、丁度 10周年記念パーティーをパルティせ

とで開催しました。多くの皆様に出席して頂きました。瀬戸支店は、私がこれ

まで経験してきたどの支店よりも地域との結びつきが強く、瀬戸のまち、地域

の皆様に支えられながらの今があります。改めて、感謝申し上げます。有り

難うございます。あっという間に瀬戸での 3 年が終わり名古屋支店への勤務

となりましたが、この時は米国トランプ大統領に翻弄され続けた記憶がありま

す。非常に難しいマーケット対応を要求された時でありました。同時に、会社

を代表する支店だった為に、様々なことを求められた、真に鍛えられた期間

でありました。そして 36 歳の年初めての関東、東京品川にある大井町支店

で、初めての支店長職、初めてのロータリー、初めての子供（長男）が誕生し

ました。そして今も続くコロナウイルスです。当時抱いた得体の知れない恐

怖を今も覚えています。楽しみにしていた週末の東京観光も緊急事態宣言

とその後の BCP 対応によって叶わぬものとなってしまいました。昨年の 10

月に瀬戸支店へ 2 度目の赴任を致しました。入会の際に、「今日からロータ

リアン」という冊子を頂きました。背表紙には、「誰もが初めから立派なロータ

リアンではない 新会員のあなたはロータリーを学び そしてロータリーで学

ぶ」と書かれています。毎週の例会を大事に、皆様から色々なことを学ばせ

て頂きたいと思っています。仕事上、この先いつかのタイミングで皆様とお別

卓 話 

;etラム 
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れをしなければならない時が来てしまいます。その時が来るまでに、瀬戸ロ

ータリアンとして、皆様から満場一致で認めて頂けるよう努力してまいりま

す。どうぞ、よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。 

「新会員の卓話」  佐藤亜矢子君 

 
 

こんにちは。佐藤亜矢子です。本日はお時間をいただきありがとうござい

ます。早速ですが、自己紹介をさせていただきます。私は「主義ではなく成り

行きで独身」です。ちょっとした自慢は「頭蓋骨が美人」です。エビデンスが

ありまして、数年前にマウスピースの歯列矯正を始める際、最初に頭部のレ

ントゲンを撮ってアメリカのマウスピースの会社にデータが送られていたので

すが、先生から「本当は見せないんだけど凄い珍しいから」とカルテを見せ

てくれて、そこに「S ランク」とありました。世界中のデータが集まっているので

すが 5％位しかないバランスのとれた頭蓋骨だそうです。但し、その上に付

いているパーツは別のお話にはなります。次に趣味です。料理を作って飲

むのが好きです。コロナ禍で今はできませんが、以前は人を呼んで料理を

作って飲んでという「家飲み」をよくやっていました。元々料理は好きで一時

期元外交官の奥さまのところに料理を習いに行っていたこともありました。運

動ですが BodyCombat という格闘技系エクササイズを 18 年続けています。

3 か月に 1 回ナンバーが変わり、全世界同時リリースになりますのでどこに

行っても同じプログラムを受けることが出来ます。こちらでオンとオフのバラン

スをとっております。 

元に戻りまして私年表を簡単に作ってみましたのでご覧ください。埼玉県

川越市生まれです。さつまいもとうなぎが有名な小江戸川越と呼ばれる城下

町です。高校時代は筝曲部で全国大会最優秀賞。国立劇場で演奏するほ

か招待演奏で各地訪問。大学では体育会ヨット部に入部しましたが、それよ

りなぜ京都にいったのは、まず京都に憧れがあったこと、担任の先生から良

い学校と聞いていたこと。そして親にも言っていないキッカケが高校時代の

彼氏が「俺は京大に行くから一緒に京都の大学に行こう」とよく言っていたこ

とです。ちゃんとオチはありまして、その彼は一浪して東京の大学に行きまし

た。ドラマはそう簡単には起きないようです。 

そして、三和銀行（現三菱 UFJ 銀行）に入行したのですが、入行以来、

三和⇒UFJ⇒三菱東京 UFJ⇒三菱 UFJ と銀行名が変わり、荒波に揉まれ

て参りました。デジタルの進展によって、お客さまの動向も大きく変わってき

ています。年々来店されるお客さまは減少し、2015 年以降 5 年で半減とな

っております。反面、ネットやアプリ利用者は年々増加しており、店舗の利用

頻度は低下する傾向にあります。また、新規口座開設時のネット通帳選択

率は 4 割超になっており、ネット取引のニーズは高まっております。以上の

ようなお客さまの動向変化を受け、当行では店舗の役割を以下のように考え

ています。①まずはご自宅でいつでもすぐお取引 ②人に相談したいという

ときはネット予約で来店予約 ③店舗にご来店した際は待ち時間なくお手

続き、ATM においては、日々のお金の動きはネットで確認。キャッシュが必

要な時は全日 8：45-21：00 は無料でお引出可能。また SMBC との ATM相

互無料開放をご利用いただいても無料となりますし、各種優遇プログラムを

ご活用いただくのも一つです。更にピーク日（25 日・月末）は「セブン銀行」

「ローソン銀行」のコンビニ ATM が無料でご利用いただけますので、是非ご

活用ください。 

私の卓話は以上になります。ご清聴ありがとうございました。 
 


