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下館ロータリークラブ会報
ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT2820

筑西市の花　春の花　なしのはな

筑西市は日本で最も古い梨の産地のひとつ。
県の銘柄産地に指定される国内有数の産地
です。梨の白い花は、清楚で気品が漂い優
しさが感じられます。市の繁栄のシンボル
としてふさわしい花です。

筑西市の花　秋の花　コスモス

可憐でありながら、倒れても立ち上がる力
強さを持つ花です。『宇宙』という意味が
あり、市の将来性と可能性を象徴していま
す。また『調和』の意味もあり、４市町合
併で誕生した筑西市をイメージできます。

筑西市の鳥　つばめ

田植え期の田園を飛び交い、躍動感を感じ
させるその姿は、筑西市の将来像にふさわ
しい鳥です。益鳥であり、幸せを呼ぶとい
われています。軒先に巣を作る姿をよく見
かけ、親近感を感じる鳥でもあります。

筑西市の木　さくら

市内の全域に数多くの品種が植栽されており、名所も多く、広く市民
に親しまれています。
春、咲き誇る姿は美しく、存在感があり、また優しさも感じられます。

　　　　　　　
新 入 会 員 卓 話
　　　箕 川 達 也 会員

　　　　　　　
米山奨学生卓話 オオノジュンイ氏
会員卓話 菊池祥明 米山奨学委員長
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『 仲良く　元気で　広げよう奉仕の輪 』　2018－19年度 下館ロータリークラブテーマ

ました。おかげさまで、37,237円の募金が集

まりました。

　10月１日には赤い羽根共同募金活動を行い

ますので宜しくご協力ください。

　　午前６時45分下館駅北口集合

　　午前７時より募金活動を開始致します。

米山記念奨学委員会からのお知らせ

菊 池 祥 明 委員長

　来月は米山月間ですので、次週より米山寄付

の受付を開始しますのでご協力ください。

青少年奉仕委員会からのお知らせ

神 山 芳 子 委員長

　明日、９月27日午後７時30分より下館ＲＡ

Ｃの例会があり、永井会長の卓話となっており

ます。お時間の取れる方の参加、宜しくお願い

致します。

卓　　話　 　　　神 長 宏 寿 会員

１. めぶきＦＧの誕生について

・めぶきＦＧとは、常陽銀行・足利銀行の経営

統合した会社。→「株式会社めぶきフィナン

シャルグループ」。東証一部上場（これまでは

常陽銀行、足利銀行として上場）

・具体的には、会社の株式、資産、営業活動の

成果である利益等、それらを合わせたもの。

・人口減少、マイナス金利政策、ＩＴ進展による

社会構造の変化、異業種からの銀行業界への

参入で、これまでの預金、融資、為替に代表

前例会報告     第2848回   2018/9/26（水）

会 長 挨 拶 　  永 井 啓 一 会長

今日は何の日？　風呂の日です

　前例会９月19日、今日は何の日ですが大切

なことを忘れました。関谷さんの誕生日でした。

気持ちだけ誕生祝いさせていただきました。

　本日は26日で、風呂の日で毎月あるそうで

す。６月26日は露天風呂の日だそうです。

　さて、９月23日（日）結城市アクロス大ホー

ルで神山会員主催の30周年記念のバレエの発

表会がありまして、神山会員の協力を得て会場

の一部をお借りしまして、新井社会奉仕委員長

を中心にポリオの募金活動を行いました。宮田

会員には最後まで残っていただきました。小さ

なお子さんがお母さんやおばあちゃんに促され

募金してくださいました。感謝申し上げます。

　ポリオの状況、次の通りです。

　野生株によるポリオ症例数

　2017年アトランタ（米国）で開かれたロータ

リー国際大会では、ロータリーをはじめ、寄付

国や寄付団体がポリオ撲滅に12億ドルを寄付

することを約束し、取り組みにさらなる拍車が

かかると期待されています。ロータリーは、３

年間で１億 5,000 万ドルを約束しました。ビル

＆メリンダ・ゲイツ財団とのマッチングと合わ

せると３年間で４億 5,000 万ドルとなります。

幹 事 報 告 　      潮 田 武 彦 幹事

○今月のロータリーレートは１$120円です。

○10月１日は赤い羽根共同募金です。

社会奉仕委員会からのお知らせ
新 井 利 平 委員長

　９月23日の神山バレエ発表会会場でのポリ

オ募金活動へのご協力、大変ありがとうござい

国
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『 ロータリーの心と力を地域社会へ 』　 2018－19年度 国際ロータリー第2820地区テーマ

なる効果。昨年は48億円（目標30億円）。今期

も目標53億円のうち17億円（33％）。

3. 今後の展開

・５年後の効果を単年度で150億円としている。

・一番大きなことは、２年後にシステム統合を

予定している。既に行員は出向し準備に入っ

ている。常陽に合わせる。経費削減、1/2 は

勿論であるが、汎用性高まる。

・システム機能の向上、セキリュティや操作性

の向上、提案力の強化（ＡＩ）

・総合金融サービスのメニュー拡大。

・広域ネットワーク活用の一層の拡大（ものづ

くり、食の商談会、技術講習会等）

・足利は航空産業、自動車（日産、ホンダ、スバル）

の裾野の広い顧客を持っている。

・常陽はものづくり、産総研（産業技術総合研

究所）の技術、専門スタッフ採用による技術

の紹介、アグリビジネスの支援ノウハウ（農

業法人）

4. 下館支店としての役割

・経営統合によるメリットを感じていただくた

めに情報の提供、仲介に取り組んでいく。

・広域営業、多様なネットワーク（海外を含め

330）、得意分野の共有による提案力向上

・下館支店はエリア本部の設置拠点。情報量・

協調による幅広な活動のリーダー役。

第25回筑西市少年の主張大会

　第25回筑西市少年の主張大会が、９月14日

（金）に筑西市立下館西中学校にて行われました。

　少年が健やかに成長するためには、自ら社会

の一員としての自覚と責任感に目ざめ、健康な

心身づくりに努めるほか、親をはじめ、少年を

育成する立場にある者は、これら少年の健全な

成長を助けるための努力を続けることが必要で

す。そのため、中学生による「少年の主張大会」

を開催し、少年が日常生活の中で感じ、あるい

は考えていることを広く社会に訴えることによ

り、同世代の少年がより深く他者や社会との関

わりについて考え、あわせて少年の健全育成に

されるこれまでのビジネスモデルが曲がり角、

また各銀行の営業市場が縮小していく。将来

の生き残り策が必要→持続可能なビジネスモ

デルとしての答えが経営統合。

・銀行とは、メーカーのように良い製品を作り、

それを売って利益を出すという自社努力によ

り成長する業種というよりは、お客様の成長

のお手伝いをして、その結果として金利など

が得られる業種である。

・いい銀行になれること、それは地域が発展し

ていくこと。お客様に対し、質の高いサービ

スを、的確に、タイムリーに提供できること。

めぶきＦＧ設立の目的。

・常陽も足利もそれぞれが得意分野を持ってい

る。それをお互いが取り入れ、両者でよくなる。

　こうした考えがめぶきＦＧの誕生の背景です。

2.２年間を振り返って

・2016年10月１日に誕生。

・私もその年の１月頃、ＮＨＫのニュースで知った。

・３月より準備が始まる。当時は営業推進部。

本部行員は統合準備に当たる。預かり資産資

産部門の準備をすることとなりました。のべ

1500回にのぼるワーキング（分科会）。

　緊張して慎重に進めた記憶がありますが、仲

良くなるため、担当同士で何度も飲みにいった。

・スタートして目玉は広域マッチング。食の商

談会、ものづくりフォーラム等の商談会出展

企業は２倍となった。

・商品の共同開発。規模の追求。単独行だけで

はできないものが、できるようになった。

・協調融資の取組やＡＴＭの相互利用、専用投

資信託の販売。海外駐在員事務所の共用によ

る海外進出支援等。

・グループ会社の活用。栃木県のお客様に対し

てのサービス拡大。めぶきリース、めぶき証

券の活用。主に栃木でのサービスが拡大。

・お互いを理解するために人材交流も行っいる。

支店長４名ずつ、本部行員も数名。役員も１

名ずつ出向。今後も徐々に進めていく予定。

・足利は効率性に優れている。少ない経費、少

ない人数で結果を出す。こうしたノウハウを

企画に取り込んでいる。

・統合のシナジー効果。２行の総和にプラスと



4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

＊欠席の場合は午前10時までにダイヤモンドホール（☎0296－28－8511）へご連絡下さい

きます。

▼新井　利平さん　神長会員の卓話を記念して。
神山会員さんのバレエ30周年記念を祝い、
お祝い申し上げます。又、募金活動に会員の
皆さんにも対応して頂きありがとうございま
した。

▼外山　壽彦さん　神長さん、宜しくお願いし
ます。

▼百目鬼博行さん　神長さんの卓話を記念して。

▼木幡　　浩さん　神長会員の卓話、楽しみに
しております。

▼内山　勝洋さん　神長さん、本日の卓話、宜
しくお願い致します。楽しみにしております。

▼宮田　憲一さん　本日、神長会員の卓話楽し
みにしております。宜しくお願い致します。

▼鈴木　健一さん　神長宏寿会員、会員卓話宜
しくお願いします。

▼塚田　砂与さん　神長宏寿さんの卓話、楽し
みにしております。宜しくお願い致します。

▼神長　宏寿さん　本日の卓話を担当させてい
ただきます。

本日の合計　27,000 円　　累計　264,000 円

出 席 報 告　   内 山 勝 洋 委員長

■メークアップ（敬称略）

９月 19日　情報委員会

　　　　　  永井啓一・潮田武彦・新井和雄

　　　　　  新井利平・瀧田昌甫・関谷　徹

　　　　　  鈴木光則・鈴木健一・岩﨑晴男

　　　　　  小林一彦・木幡　浩・百目鬼博行

　　　　　  馬場　保・早瀬浩一・内山勝洋

９月 20日　東京中央ロータリー  神山芳子

９月 21日　７ＲＣゴルフ準備打合せ

　　　　　   関谷　徹・新井和雄

９月 23日　神山芳子バレエスクールポリオ募金  

　　　　　   永井啓一・潮田武彦・神山芳子

　　　　　   岩﨑晴男・新井利平・早瀬浩一

　　　　　　鈴木光則・宮田憲一・百目鬼博行

るものです。

スマイルＢＯＸ    神 長 宏 寿 会員

▼永井　啓一さん　神長さんの卓話、楽しみに
しておりました。宜しくお願いします。

▼潮田　武彦さん　神長さん、本日の卓話宜し
くお願いします。楽しみにしております。

▼加藤　昌美さん　神長会員の卓話、楽しみに
しています。

▼関谷　　徹さん　神長会員の卓話、楽しみです。

▼鈴木　光則さん　神長さんの卓話を記念して。

▼早瀬　浩一さん　神長会員、新入会員卓話ご
苦労様です。宜しくお願い致します。

▼岩﨑　晴男さん　神長さんの卓話、楽しみに
していましたが、作文コンクールの審査会の
ため早退いたします。

▼神山　芳子さん　先日の30周年パフォーマ
ンスでは、お世話になりました。ありがとう
ございました。感謝の気持ちを入れさせて頂
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