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第２６２２回例会 令和２年９月４日 
お祝い、会員スピーチ 

●例会日 毎週金曜日 １２：３０～１３：３０   ●会 長   堺    和信 

●例会場 高山市花里町 3-33-3  TEL  34-3988  ●幹 事    下屋 勝比古 

        大垣共立銀行高山支店 ４Ｆ   ●会報委員長     榎坂   純一 

＜会長の時間＞ 
新型コロナウイルス感染予防のため営業停止・営業自粛や外出自

粛等により、個人消費は大きく落ち込み、企業の経営環境は激変し

ています。今年の第２四半期（４月から６月）における日本の国内

総生産（ＧＤＰ）は、前年同期対比で「２７.８％減少」しました。

これは１９５５年の統計作成以降で史上最大規模の減少幅です。日

本経済は昨年１０月の消費税を１０％に上げた２０１９年第４四

半期以降、３四半期連続のマイナス成長となりました。 

９月２日現在の集計で、全国で新型コロナウイルス関連倒産は４

８７件ありました。業種別上位は「飲食店６８件」、「ホテル・旅館

５３件」、「アパレル・雑貨小売店３３件」、「建設・工事業３１件」、

「食品卸２８件」、「アパレル卸２１件」となっています。都道府県

別にみますと、東京都１２１件、大阪府５１件、北海道２５件、愛

知県２２件で岐阜県は７件となっています。 

また、世界主要企業の四半期（４～６月）の決算発表もあり、売

上減少額の上位は石油メジャーで、１位「ロイヤル・ダッチ・シェ

ル 減収額６５,０２３億円」、２位「サウジアラコム 減収額５４,

５６９億円」、３位「ＢＰ 減収額４５,８２７億円」、４位「エクソ

ンモービル 減収額３９,１７５億円」で、以前「脱石炭」でもお話

をしましたが、世界経済の停滞で石油需要の減少と、３月に起きた

サウジアラビアとロシアの減産協議が決裂し、原油価格が１０％余

り急落したのが要因です。石油メジャー以外では、５位「フォルク

スワーゲン 減収額３１,８７２億円」、６位「トヨタ自動車 減収額

３１,２０４億円」で、外出制限で生産調整を強いられた自動車産

業が入っています。 

反対に、コロナに左右されない成長力を示す売上高の増加企業は

ダントツに「アマゾン・ドット・コム 増加額２５,９０８億円」で

す。外出規制による旺盛な通販需要を取り込んだほか、在宅勤務の

拡大でクラウドサービス「アマゾン・ウェブ・サービス」の売り上

げも３割伸びました。プラットフォーマーとして成長してきたＧＡ

ＦＡ（グーグル・アマゾン・フェイスブック・アップル）は格差が

出ました。アップル・フェイスブックは1割増収となりましたが、

グーグルはコロナ下で企業の広告収入が減少し減収しました。その

他、医療・医薬品関連会社、テクノロジー関連企業に増収が見られ

ます。 

また、暮らし方にも変化が起こり自宅にいる時間が多くなり、デ

リバリーやテイクアウトの需要が増え、ネット通販での購入が多く

なっています。仕事においても自宅やサテライトオフィスでのテレ

ワークやオンライン会議に代わってきています。 

変わったところでは、政府がキャッシュレス決済を普及させよう

としている中で、市中に出回る現金の額が伸びているそうで、特に

１万円札が大きく増えているそうです。考えられるのは、貯蔵手段

として需要が高まり、銀行やＡＴＭに足を運ぶ回数を減らそうと多

くの人が手元に多くの現金を置いた結果、１万円札の需要が急増し

たと推測されます。いわゆる「タンス預金」が増えているようです。

また、離婚や自殺が増えるのではないかと思われていましたが、実

際は減少しているそうです。離婚では「妻側に、今離婚してきちん

と生活ができるかどうか懸念し、離婚に踏み切ることを思いとどま

っている」ようです。自殺においては、在宅勤務によって対人関係

のストレスが軽減されたとの見方があるようです。 

 新型コロナウイルス感染症により、様々なことが変わってきてい

ますが、それらが普通となってくるのかもしれません。 

 
 
 
 

＜幹事報告＞  

◎ＲＩ日本事務局より 

 ・９月のロータリーレートについて １ドル１０６円（現行１０５円） 
◎ガバナーより 

・ロータリー財団研修（補助金管理）セミナー中止のお知らせ 

◎国際ソロプチミスト高山より 

・新事務局のご案内(2020年9月～2021年8月)  

高桑 眞佐子(会長宅) 

＜受贈誌＞ 

(社)高山市文化協会（広報高山の文化No221、高山メセナメイト 

会報No71） 

 

 

＜出席報告＞ 

 

 

＜お祝い＞ 

◎会員誕生日    写真左より 

萱垣 敬慈、 杉山 和宏、 堺 和信、  田中 武、  田邊 淳 

９．１４、   ９．２１、 ９．１５、 ９．１７、 ９．２０ 

◎夫人誕生日(当日、ご自宅に花束をお届け) 

  大村 貴之   真由美さん   ９．１８ 

  遠藤 隆浩   明日香さん   ９．２４ 

◎結婚記念日、出席表彰、在籍周年記念表彰   なし 

◎３ヶ月表彰 

 ・大村 貴之   ・萱垣 敬慈 ・鴻野 幸泰 ・堺 和信 

  ・田近  毅   ・塚本  直人 

 

出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

２８名 － ２８名 ３５名 ８０．００％ 
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 米山奨学金贈呈 
９月分奨学金を 

メイ・スイートさんへ 
 
 
 

 

会員スピーチ  松田 康弘 

皆さんこんにちは。大垣共立

銀行の松田です。昨年の６月に

当クラブに入会させていただ

きまして、早いもので約１年３

ヶ月が経ちました。その間、多

くの方々と出会い、また沢山の

事を学ばせて頂きました事は

私にとっての財産であり、改め

て入会させていただいたことに感謝申し上げます。 

そして本日は会員皆様の貴重なお時間を私の卓話に充て

ていただき、誠に有難うございます。 初は４月に私のスピ

ーチを予定しておりましたが、コロナの関係で中止となり、

これでもうなくなったとばかり思って安心しておりまし  

たが、そうはいきませんでした。 

さて、今日は初めての卓話ですので自己紹介を中心にお

話しし、後半職場で  あるである銀行のことも少し交えてお

話しできたらと思っております。 

私は今年で５２歳になりましたが、これまで平々凡々と

生きてまいりましたので、素晴らしい逸話や武勇伝があるわ

けではございません。些細な出来事を出  来るだけ引き伸ば

しまして、さも大げさにお話しすると思いますがどうかお許     

し願います。従いまして若干退屈な時間になるかもしれませ

んが、その際には 瞑想に耽っていただいても結構です。そ

れでは本題に入ります。 

私は昭和４３年、西暦１９６８年４月１７ 日に名古屋市

昭和区にあります聖霊病院というところで生まれました。ち

なみに誕生日は内田さんと同じ日であります。家族は、妻は

一人、子供は２３歳の長男と２０歳の次男と犬が１匹おりま

す。兄妹は姉が一人おります。長男は今年就職し家を出て行

きまして、三重県四日市市で寮生活をしており、次男は大学

生で、広島県で一人暮らしをしております。私が高山で単身

赴任しておりますので、家族４人バラバラで生活しておりま

す。 

私が生まれた昭和４３年というのはどんなことがあった

年かといいますと、戦後の犯罪史上 も有名な事件でありま

す３億円事件が発生した年であります。芸能界ではピンキー

とキラーズの「恋の季節」が流行り、ご存知アニメの「巨    

人の星」が放送開始されたのもこの年のことだそうです。 

もともと両親は富山県の出身で、父親は富山県に本社が

あります会社でサラリーマンをしておりました。私が生まれ

る２年ほど前に富山本社から名古屋支店に移動の辞令が出

まして、名古屋市千種区の池下というところで生れ育ちまし

た。 

幼少時のことは余り覚えておりませんが、母から聞かさ

れた話をひとつさせていただきます。その頃は男の子よりも

女の子とよく遊んでいたそうで、私の  姉のリカちゃん人形

や色々なおもちゃを勝手に持ち出しては、女の友達に配っ  

ていたようで、よく姉のおもちゃが無くなったとのことでし

た。今思いますと、どうも物で女性の関心を引くという傾向

はこの頃から現れていたようです。 

そして昭和５０年に地元の小学校に入学し、大して上手

くはありませんでしたが野球が好きだったので、小、中と野

球部に所属しておりました。 

野球に明け暮れる毎日で勉強はあまりしませんでしたが、

高校受験直前に一夜漬け的な詰め込み勉強をし、なんとか希

望の高校に入学することができまし た。高校でも野球部へ

の入部を考えましたが、丸刈りになるのが嫌だという大変チ

ャライ理由で入部せず、伝統的に自由な校風であったことや

幅広くお友達 とお付き合いをする性格も災いし、次第に悪

友が沢山出来まして、課外活動に明け暮れる毎日を送ってお

りましたが、そんな中、高校２年になるタイミングで父親の

仕事の都合で富山へ転校することになり、再度転入のための

受験をして富山市内の高校へ通うことになりました。富山で

の高校２年間も益々勉強以外の課外活動に励みまして、当然

現役では希望校に合格できる訳も無く、めでたく予備校に入

学しました。 

予備校には毎日行くには行っていましたが、近くのホー

ルの軍艦マーチの誘惑に負けてしまうことが多く、なぜか英

単語は全く身に付かないのに、妙に釘の見方ばかりが身に付

きました。麻雀もこの頃覚えまして、予備校の近所の雀荘で

、英語の勉強は後回しにして中国語の勉強ばかりに精を出し

ていました。このように非常に充実した毎日を送っておりま

したので、志望校は見事不合格 となり、滑り止めで受けた

何校かに運よく引っかかり大学生生活を送ることとなりま

した。 

大学時代も課外活動中心に生活しておりました。多くの

授業はサークルの後輩たちである影武者に出席をお願いし、

バイトと遊びに明け暮れる毎日を送っておりました。テニス

のラケットなど一度も触った事も無く、ろくにテニスのルー

ルすら知らないのに、女の子が沢山居るという不純な動機で

入ったテニスサークルも頑張っておりましたが、結局４年間

でテニスをやったのは一度だけで、参加したのは飲み会ばか

りでした。パチンコと麻雀は大学でもよくやりました。中で

もパチンコは強くて、お蔭様で楽しい学生生活を過ごすため

の資金源として大いに活用しました。 

大学生活の後半は本当に荒れた生活をしておりまして、

いつしか生活のリズ ムも昼と夜が逆転し、夕方に起きて徹

夜で麻雀し朝方寝るという日々が続くようになりまして、不

摂生がたたり、とうとう大学３年のときに十二指腸に穴が 

開いてしまいまして、手術により胃の４分の３を切除すると

いった大病も経験しました。 

そして何とか目出度く大学を４年で卒業し、平成４年４ 

月より大垣共立銀行に入行しました。 

初任店は名古屋市昭和区にあります高辻支店というとこ

ろでした。銀行の仕事は大きく分けて「預金」「融資」「渉

外」の３つがありますが、新入行員は研修の一環として初任

店での約３年の間でその３つを順次経験し、 終的には融資

か渉外の仕事に就きます。そして銀行員生活 初の担当は、

預金係の中の出納係を任されました。出納係とは現金を取り

扱う元締めのようなところですが、皆さんもお聞きになった

ことがあるかもしれませんが、現金が１円でも合わないと合

うまで徹底的に原因探しを行いまして、夜遅くまで帰れない

なんてことも何度か経験しました。 

そして預金係を６ヶ月経験した後は、融資係へ配属とな

りました。融資係になってからは毎日遅くまで残業をしてお

りましたが、仕事が早く終わった日は上司との麻雀や飲み会

が恒例となっておりまして、色々とお付き合いの勉強もさせ

ていただきました。 

麻雀は、やはりサラリーマンですから付度して上司から

出た牌に対して「ロン」とはとても言い出せず接待麻雀をし

ておりましたが、麻雀をやることによって場の空気を読むこ

とと、上司の顔色を読むことの勉強は出来たと思います。そ
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して、その初任店である高辻支店で今の妻と出会いました。

妻とは職場結婚でございます。弊行では約半数が職場結婚を

しておりますが、中には取引先の社長令嬢のハートを射止め

て「逆玉」に乗る人もおりますが、殆どが社内恋愛です。 

そして２年目からは外回りになりました。今となっては時

効なのでお話しますが、当時はまだバブルの名残が残ってお

りまして、銀行も随分おおらかだったなと思いますが、新人

の私は毎日「行ってきます」と支店を出かけては、午前中の

うちに与えられた目標は全て片付けてしまい、午後からは先

輩たちと喫茶店に集合して宴会芸の打ち合わせや夜の合コ

ンのセッティングなどばかりしておりました。又暑い日はス

ーパー銭湯へ行って汗を流してリフレッシュ、なんてことも

ありました。なお、ここにお見えの私どもの銀行とお取引を

頂いている会社の社長様、弊行の担当者がお邪魔した際には

くれぐれも今の話は内緒にしておいてください。それとこの

話をお聞きになって取引を考え直すなんてことの無いよう

にお願いします。 

そしてその後６店舗の転勤を繰り返し、今から７年前の平

成２５年１月に春日井市の東野支店という支店で初めて支

店長となりまして、その後豊田支店、中村支店を経験し昨年 

５月より高山支店でお世話になっております。ここで今の職

場であります高山支店のことを少しご紹介します。 

高山支店は平成１１年１２月に開店し、丁度今年が２０ 

周年となります。私が７代目の支店長となりまして、歴代の

支店長が当クラブでお世話になって来ました。職員はパート

さんも含めて３１名おりますが、４１号線沿いの出張所も含

めると総勢４４名になります。 

少しは真面目なお話もしないといけませんので、大垣共

立銀行のサービスについてお話させていただきます。 

まずはＡＴＭです。皆様に「日本で初めてＡＴＭの３６５

日稼動に踏み切ったのはどこの銀行でしょうか？」とお尋ね

すれば多くの方がメガバンクを想像されると思いますが、私

ども大垣共立銀行が全国初、他の金融機関に先駆け平成６年 

９月からスタートしました。今となっては土日にＡＴＭが稼

動しているのは当たり前となっておりますが、当時はまだま

だ銀行はサービス業だという考え方が馴染んでおらず、金融

機関の営業時間に顧客側が合わせれば良いという上から目

線の考え方が主流で、導入当時は金融業界から見れば異端の

取り組みで、反対意見や風当たりがかなり強かったと聞いて

おります。この頃から金融はサービス業であるとのスローガ

ンを打ち出し、顧客目線の全国初となる様々なサービスを展

開し始めました。また、ＡＴＭでお金を出し入れするとスロ

ットやスマートボールの画面に切り替わりゲームに勝つと

現金がもらえたりと、ちょっと無茶なサービスもありますし

ドライブスルＡＴＭもよくマスコミで取り上げられたりし

ています。 近では、手の平をかざすだけで通帳やカードす

らなくても預金を引き出せる「手のひら認証ＡＴＭサービス

」も新たなサービスとして加わりました。このサービスは、

東日本大震災が開発のきっかけとなりました。震災の際、銀

行の通帳と印鑑を取りに戻ったがために津波に流された人

がいるという報道を受け、通帳もキャッシュカードも使わな

い方法でお金を下ろせる方法はないかと考え出したのがき

っかけです。災害が起きたら着の身着のままで逃げて欲しい

というメッセージを伝えたい一心で開発したが、今では単  

純にその利便性が評価され登録者は６０万人を突破してお

ります。 

それからローンも幅広い種類を取り揃えております。珍し

いところでは、離婚に関する慰謝料や裁判費用にご利用いた

だける「離婚ローン」。シングルマザー専用のローン。不妊

治療費用の専用ローンなどがあります。 

珍しい店舗としては、コンビニ風の店舗の半田支店があり

ます。外見はどう見てもコンビニにしか見えません。行員の

ユニフォームもコンビニを模しておりまして、常時コンビニ

並みの雑誌を取り揃えております。銀行に用事がなくても、

まさにコンビニのようにふらっと立ち寄っていただくこと

をコンセプトとしておりますので、もちろん立ち読み自由、

コーヒー・ジュース飲み放題となっております。高校生に待

ち合わせ場所として利用していただくこともあります。 

その他変わった取り組みとしては、自薦他薦で選ばれた女

子行員４５人で結成したその名も「ＯＫＢ４５」というユニ

ットが存在しておりまして、弊行の広告宣伝活動を行ってお

り、実際テレビＣＭにも出演しておりました。 

それから平成２７年９月から農業にも進出し、大垣に約１ 

ヘクタールの田畑で米や野菜を栽培し「ＯＫＢ農場」の名称

で農場運営をスタートさせました。そして今年の３月にはＯ

ＫＢ農場での収穫物を売る「ＯＫＢ八百屋」を開店させ農業

の６次産業化にも取り組んでおります。今のはほんの一例で

すが、まだまだ他にもユニークなサービスがございますので

興味を持って頂けた方は  弊行のホームページを是非ご覧

ください。 

以上、とりとめのないお話をしてまいりましたが、そろそ

ろお時間となりました。つたない話にお付き合いいただきま

したことに感謝申し上げ、私の卓話とさせていただきます。

ご清聴ありがとうございました。 
 

＜ニコニコボックス＞ 
●堺 和信さん、下屋 勝比古さん 

少し涼しくなったような気がしますが、台風10号の進路が気にな 

ります。大きな被害が出ない事を祈ります。メイさん3回目の来訪 

を歓迎します。高山や例会参加に少し慣れてきましたか？今日は松 

田さんのスピーチです。8カ月以上お待たせしたスピーチを楽しみ 

にしていました。よろしくお願いします。 

●米澤 久二さん 

米山奨学生ＭayＳweet さんのご来訪歓迎します。猛烈台風の中、

遠い高山の地へようこそ。気を付けてお帰り下さい。 

●松田 康弘さん 

本日卓話を担当させて頂きます。拙い話となりますがどうぞよろし

くお願いします。 

●鴻野 幸泰さん 

本日100万＄の弁当を作らせて頂きました。いつもありがとうござ

います。 

●門前 庄次郎さん 

親父が始めた銭湯｢天満湯｣を8月31日をもって閉めさせて頂きま

した。開業以来65年の長きに渡って営業出来たのも、多くの皆様

に愛され、ご利用頂けた賜物と思っています。私が関わったのは

10 年程ですが、閉店が決まってからは、常連の皆さんに感謝の言

葉を頂くことが多く、有難くそしてさみしい思いの中で 終日を迎

えました。この感謝の気持ちを忘れず、今後も頑張って行きたいと

思っています。 

●塚本 直人さん 

9月は防災月間です。皆さん、非常時の備品の点検等をお忘れなく

ご用心を。伊勢湾台風なみに強い勢力の台風10号が日本に向って

います、くれぐれもお気を付け下さい。職業柄きになりましたので。 

●萱垣 敬慈さん 

田中武さんから｢ゴルフは道具だ!!｣とさらなる秘訣を教わり、先日

ゴルフクラブを買いに行って来ましたが、中々素敵な値段だったの

で断念しグリップだけ交換しました。9/26 のチャリティコンペ頑

張ります。 

●平 義孝さん､遠藤 隆浩さん､田中 晶洋さん､田邊 淳さん、 

黒木 正人さん、杉山 和宏さん 

安倍首相、長きに渡り職務お疲れ様でした。アベノミクス、アベノ

マスク等々、アベノ○○というネーミングが色々出来ました。何か

と話題が多かった首相でしたが、しっかり病気療養されることを願

います。 
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