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高山西ロータリークラブ 

例会報告 
第２６３０地区 岐阜県 濃飛分区  創立１９６６年１月１５日 

●例会日 毎週金曜日 １２：３０～１３：３０      ●会 長 山下   明 

●例会場 高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988 ●幹 事 寺田 昌平 

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長  堀川 和士  

                               

 

   ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を 

田中 晶洋 

＜会長の時間＞ 
「桜と富士山」 
桜といえば日本神話に登場する

コノハナノサクヤヒメを連想 

・木の花とは桜の花のことで、

桜の花が咲くように美しい女性

の神様です。 

富士山本宮浅間大社のご神体として祀られています。桜の木はご

神木となっていまして、現在500本の桜の木が境内に植えられて

います。先日見てきたのですが、ほとんどソメイヨシノで、江戸

時代末期から明治初期に偶発的に出来たクローンのソメイヨシ

ノより、日本古来からある山桜の方が時代考証的には良いのにな

ぁと思って帰ってきました。 

 コノハナノサクヤヒメが火の神様として祀られている理由は 

・天孫降臨したアマテラスの子孫であるニニギと出会い、結婚し、

一夜で身籠ったとされたのですが、ニニギに本当に俺の子かと疑

われ、神の子ならどんな状況でも無事生まれるだろうということ

で、産屋に火を放ち、燃えさかる火の中で三人を無事出産したと

いうことで、火の神様として祀られるようになったようです。日

本の神話はなかなか人間臭いなぁと感心します。 

・コノハナノサクヤヒメは、おしとやかな名前でかわいい顔とし

ての一面と、このように熱いというか、火のような怖い性格の一

面もあります。 

・富士山もまた、姿・形は日本一美しい山であると同時に、大噴

火するという恐い火山の山でもあります。コノハナノサクヤヒメ

と富士山とは同じイメージなのです。噴火を鎮めるために平安時

代に富士山に祀られるようになったということです。 

 

 

 
＜幹事報告＞ 
＜例会変更＞ 

高山中央 … 5月 5日（月）は、 

法定休日（子供の日）のため休会 

美濃加茂 … 5月 2日（金）は 定款により休会 

可  児 … 5月 1日（木）は、定款により休会 

5月22日（木）は、事業所見学のため 変更 

＜受贈誌＞ 

ロータリー米山記念奨学会(ハイライトよねやま169) 

  

＜出席報告＞ 
区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 43名 7名 43名 50名 100.00％

本日 39名 － 39名 50名 78.00％

 
 
＜本日のプログラム＞ ＳＡＡ 

  中島 弘人 

本日のＳＡＡ担当例会は、OKB

大垣共立銀行 頭取であり、私の上

司であります土屋 嶢 氏を講師と

してお招きしております。OKB大

垣共立銀行高山支店15周年、そし

て来年の高山西ロータリークラブ

50 周年という節目に、例会でお話させていただける機会を大変

楽しみにしておりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 大垣共立銀行   取締役頭取      土屋 嶢 様 

みなさん、今日はいつもお世話になっている高山支店の4階で、

50 周年を迎える高山西ロータリークラブにてお話ができると大

変喜んで参りましたが、ふと気がついたら、仕掛け人はSAAの担

当 中島支店長だったようで、これは一杯食わされたなと思うと

ころです。しかしながら、折角お世話になっているところですの

で、少しばかりお時間を頂戴しお話させていただきます。私も大

垣ロータリークラブに所属していますので、今日はメイクアップ

を兼ねさせていただくことをお願いしたいと思います。 

今日、東京から帰って参りました。8月を除く月に１回、地方

銀行頭取64人が神田に集まり、地方銀行協会の会合がありま 



例 会 報 告  

ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を 

す。そこでは金融庁の長官や以下課長たちも集まって、金融庁

の施策や協会の方針など色々話し合います。日程は 3 日間、北

は北海道から南は沖縄まで、役員も随行してやって来ます。あ

る時、東京近郊の銀行から、3日間は大変なので1日で詰めてで

きないかという話が持ち上がりました。議論の末、これまで通

り 3 日間でやるか 1 日でやるか決選投票になったところ、圧倒

的多数で 3 日間が承認されました。それはその通りだと思う訳

で、10 年前にあったエピソードをご紹介します。当時「デリバ

ティブ」という言葉が流行ったのですが、私自身よくわからな

い、今さら部下に聞くわけにもいかない、これは困ったぞと考

え、日本橋にある丸善の「デリバティブコーナー」にそっと行

こうとしたら、そこになんと地方銀行の頭取が 3 人群がってい

たのです。そうか、今さら知らないというわけにもいかないし、

こうしてそっと買って勉強しに来るのか、結局、東京というの

はこうして文化や知識を吸収しに行くところなんだと思った次

第です。（途中割愛） 

私も今日、15年前に出来た高山支店の4階にお邪魔して、高

山西ロータリーが 50 周年、大垣共立銀行高山支店が 15 周年、

正に絶妙のタイミングで時の声が来たという風に思っています。 

実は今日、もう一つタイミングのお話をさせていただきたい

と思います。OKB 大垣共立銀行、これは Ogaki Kyoritsu Bank

でOKB、因みに皆さんにお配りしたものの表紙にはOKB45が載っ

ています。これは全員 OKB の行員です。よく数えていただくと

44人ですが、お時間のあるときにでも数えてみてください。今、

またメンバーを募集しているところです。話が逸れてしまいま

したが、時は遡ります。（途中割愛） 

 「手のひら認証ATM」は登録していただいていますか。これは

1年の歳月をかけてできあがりました。災害にもきっと対応でき

ます。この「手のひら」認証も、今では18万人の方に登録して

いただきました。やがて「手のひら」だけで買い物が出来る時

代がやってくるかもしれません。大垣の郭町商店街では、通り

に「OKBストリート」と愛称を付けていただきましたが、いずれ

そこで実験ができるようになればと考えています。生体認証も 

僅かながら誤認もありますが、暗証番号と生年月日でガードを 

高め、誤差の確率は288兆分の1。安心して使っていただける状 

況であります。「手のひら」が生体認証として正解かどうかわか 

りませんが、大垣共立銀行は「手のひら」認証でスタートしま

した。｢手のひら｣だけ(カードレス)は世界で2番目ですが、こ 

れでチャレンジしていきます。ちょうど20年ほど前、365日の 

ATMを稼動させた時に やはり大垣共立銀行だけでスタートしま 

した。今では当たり前のサービスとなっています。同じ様にカ 

ードレスの｢手のひら認証ATM｣も今は大垣共立銀行だけですが、 

これも「皆様のため」との強い思いで始めております。もし、 

登録がまだでしたら大垣共立銀行高山支店で登録をお願いでき 

たらと思います。半数ものお客様に登録していただければスタ 

ンダードになり、他の金融機関もやがて協調してくることにな

ると思います。そうなれば「手のひら認証ATM」は新たに色々な

意味でお役に立てることとなるのではないかと思っております。 

 こうしてお招きいただいて、厚かましくも「手のひら」認証

登録のお願いをしてしまいました。「手のひら認証 ATM」には愛

称がありまして「ピピット」といいます。このテーマソングが

「世界に一つしかない手のひらで」という曲で、今、高山支店

のロビーで流れております。実はこれは私が作詞した歌であり

ます。カラオケで歌うこともできますし、有線で聴くこともで

きます。詳しくは高山支店、または OKB 広報センターまでお問

い合わせください。 

本日はお招きいただきましてありがとうございました。 

 

＜ニコニコボックス＞ 
●大垣ロータリークラブ   土屋 嶢 様 

本日は例会にお招きいただきありがとうございます。拙い話で 

すが宜しくお願いいたします。 

●山下 明さん 

・大垣共立銀行 取締役頭取 土屋 嶢 様、ご多忙の中ご来訪頂 

きありがとうございます。スピーチ宜しくお願い致します。 

・新緑例会、色々企画しています。多数のご参加よろしくお願 

いします 

●寺田 昌平さん 

・本日のプログラム、ＳＡＡ担当例会です。ゲストスピーチは 

大垣共立銀行 取締役頭取 土屋 嶢 様です。ご多用の中ご来 

訪頂き御礼申しあげます。ありがとうございます。 

・4/14,15の日枝神社例大祭、良い天候に恵まれ無事宮本加役の 

務めを果たせ胸をなでおろしています。天候と祭りの関係の 

方々に感謝。少しだけニコニコへ。 

●中島 弘人さん 

本日は私どもＯＫＢ大垣共立銀行土屋頭取を例会にお招きいた

だきありがとうございます。高山支店も15周年を迎え頑張って

参りますのでよろしくお願い致します。 

●山本 善一郎さん 

大垣共立銀行高山支店開設15周年になります。御目出度うござ 

います。日本で一番若い頭取と云われて以来変わらぬ若さを発 

揮されています土屋頭取、益々の御健勝を祈念しています。 

●会長エレクト 田中 武さん、副幹事 門前 庄次郎さん 

13日の地区研修協議会には出席義務の皆様、沢山参加いただき 

有難う御座いました。最初の仕事、無事終わってホッとしてお 

ります。今後ともお世話になりますが宜しくお願いします。 

●伊藤 松寿さん､米澤 久二さん､小田 博司さん､堀川 和士さん 

さる13日に多治見で行われました地区研修協議会へ行って参り

ました。大変有意義で勉強になりました。また楽しい時間を過

ごさせていただきました。田中エレクト、門前副幹事お世話に

なりありがとうございました。 

●挟土 貞吉さん 

先週のスピーチでのお詫び。｢温故知新｣3人の古きメンバーが豆

知識や思い出話をしました。しかし、一番聞いて欲しい若いメ

ンバーの欠席があり、少し残念でした。又私は真剣なあまり品

格を欠く職人言葉での話し方をし反省しお詫びします。本当の

真意は会報を読んでご理解いただけたら有難いです。長文でゴ

メンナサイ。 

●塚本 直人さん 

先日会社の東側に芝桜を800株植えました。3年位経つときれい 

に白くなる予定です。今日の雨は恵みの雨です。そして今年度 

県損害保険代理業会の飛騨支部長を拝命しましたのでロータリ 

アンの精神で頑張ります。 

●新田 敬義さん 

・妻の誕生日に美しい花をありがとうございました。大変喜ん

でおりました。 

・職業奉仕で早退します。 
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