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●斉  唱 
 

国歌「君が代」 
ロータリーソング「奉仕の理想」 

 
●四つのテスト唱和 
 
●本日のお弁当 
 
 大正館 
 
●本日の卓上花 
 
 キキョウ 
   

会 長 挨 拶  
 

皆さん、こんにちは。 
前回の例会の会長挨拶の中で、私の趣味であるアマチュア無

線の現況を取り上げた時に何気なくもう 1 つの趣味である鉄

道模型のメルクリンの話を出しました。例会後、大竹密貴さん

より「僕も松坂屋の N ゲージのメルクリンでした。」と声を掛

けていただきました。これは嬉しかったですね。実は昔よく通った松坂屋のおもちゃ屋の N
ゲージのメルクリンを今でも完全に持っている方は実際には案外少ないですし、僕が知る限

りでは東京の銀座にきちんとしたショールームが 1 つあるだけです。ただ、これはどの趣味

の世界でもあるんですが、個人レベルでメーカーにも負けない素晴らしいものを持っている

方は星の数ほどいますので、メルクリンで別の鉄道模型をご存知の方はまた是非教えてくだ

さい。因みに金城ふ頭のリニア・鉄道館で平日ポツンと一人ぼっちでドクターイエロー弁当

を食べ、1 階の鉄道ジオラマの空間にいるおじさんがいたら、たぶん私ですのでどうかそっと

しておいてください。 

鈴木健三会長 



※十週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。 

 さて、本日の会員のお二人による卓話「私の履歴書」でもエピソードをたくさん披露して

皆さんにお話ししてください。「わかる。わかる。」と賛同される会員もたくさん見えると思

います。 
 本日の例会もよろしくお願い申し上げます。 
 

  幹 事 報 告  
 
 幹事報告をさせて頂きます。 
・ 例会変更のお知らせは、今週は届いておりません。 
・ ガバナー月信 6 月号掲載のお知らせが届いております。 
・ 本日の例会終了後に第 12 回の理事会を開催致しますので、

理事の皆様よろしくお願い致します。 
  
  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
 
＜ニコボックス委員会＞ 
木村 徳雄君  １ヶ月ぶりのロータリーに出席しました。皆さんに会えて感謝。 

植松 敏樹君  皆様の浄財で成り立っています、日本赤十字社愛知県の支部、病院、血液

センターのすべての施設の監査が無事に終わりました。ありがとうござい

ました。 

小笠原良治君  永い間、大変お世話になりました。出席のタイミングがうまく合わず、残

念です。 

今回決断をしましたが元気でいますので、今まで通りのお付き合いをお願

いします。キリマルが待っていますので、遊びに来てください。縁あって

今日、一希に発表して頂きますが、今後も一希君もよろしくお願いします。

ただし親とは人格が違いますので、同じ扱いはタブーです。まだまだ昌昇

さんや昭ちゃんの所へは行きませんのでよろしく（皆様にとっては残念か

な？）ダスキンの鈴木様、今まで以上に我が愛妻をよろしく遊んでやって

下さい。最後にありがとう!! 

長田 豊治君  碧南高浜防犯協会連合会の定時総会が皆様のご出席の中、無事に終了しま

した。有難うございました。 

清澤 聡之君  キリマルラーメンのダンスで、娘並びにコマクルチームがお世話になりま

 総会員数 68 名 (内出席免除者 18 名の内出席者 12 名) 出席者 56 名 

 出席対象者 56／62 名   出 席 率    90.32％ 

 欠席者 12 名(病欠者 0 名)   前々回修正出席率 100％ 

角谷 修幹事 



した。 

杉浦 保子君  頑張って働く自分へのご褒美に大好きな俵屋旅館に１人で泊って来ました。

仕事からも家族からも解放です。 

鈴木きよみ君  鈴木会長様、先日はお忙しいところ有難う御座いました。大変嬉しかった

です。 

鈴木 泰博君  来週６１才になります。まだまだ若輩者ですので、御指導をよろしくお願

いします。 

長田 一希君  小笠原良治さんの退会のご挨拶を代読させて頂きます。ここには出席され

ておりませんが、良治さん、大変ありがとうございました。 

伊藤 健児君  本日の卓話にて「私の履歴書」の発表をさせていただきます。 

河原 康浩君  本日卓話をさせて頂きます。宜しくお願い致します。 

 
＜親睦活動委員会＞ 
会員誕生日 
 １日 長田 和徳君  １１日 鈴木 泰博君  １６日 山口日出子君（還暦） 

２９日 岡本 彰人君 

 

奥様誕生日 

６日 牧野 勝俊君の奥様 ひろみ様  １７日 小林  尚君の奥様 みゆき様 

２７日 岡本 彰人君の奥様  佳美様 

 

結婚記念日 

 ４日 杉浦 栄次君・ちづる様 ３０年    ７日 新美 真司君・琢美様  ３３年 

 

入会記念日 

１６日 林  俊行君 

 
 

卓 話  
 
「私の履歴書」 
会員 伊藤健児君 
 
 皆様、こんにちは。岡崎信用金庫の伊藤でございます。今回

この卓話の話をいただきまして、資料を作っていたんですけど

も、自分の人生を振り返るというのもなかなかないもんですから、意外と作っていて楽しい

なと思いまして、内容は拙いかもしれませんけどもご清聴の方よろしくお願い致します。 
 まず、生年月日ですが、1966 年 7 月 13 日生まれです。干支は丙午でございます。豊田市

上郷町に住んでおります。畝部小学校、上郷中学校、豊田西高校、名城大学の商学部を卒業

しまして、岡崎信用金庫に入行しました。家族は妻と長男、長女なんですが、長男と長女は

伊藤健児君 



家を出ておりまして、愛妻と 2 人で暮らしております。趣味はゴルフと今日の主題でありま

す野球を高校までやっておりましたので、そのことについてちょっと喋らせていただきます。 
 小学校はソフトボールでしたが、中学校・高校と野球をやりまして、高校 2 年生の時に碧

南臨海球場で碧南工業高校と試合をしました。皆さんご存知かどうかわかりませんが、大洋

ホエールズにドラフト 5 位指名で入られた杉浦幸二さんがお見えになりまして、当時の碧南

工業高校は非常に強くて、運良くヒットを 1 本打てましたが惨敗しました。その当時、私共

は公立高校ですから電車で移動しておりました。碧南駅を降りて、行きは意気揚々と勝つぞ

と向かいましたが、帰りは負けてしょぼんと歩いてきたんですが、今思いますと、その帰っ

てくる途中に岡崎信用金庫の碧南支店があったと思います。その 30 年後に私が碧南支店に配

属されたのもご縁かなと思っております。 
 長男が生まれまして、少年野球チームに加入しまして、そのチームの指導者を 11 年間やら

せていただきました。監督は 2 年間しかやっておりません。その中で 6 年生の監督をやって

2 年目のチームがなかなか勝てなくて、何とかメダルを獲ってほしいなと思っておりました。

そして、2 月にある最後の大会で何とか決勝まで行きました。その決勝の日が卒団式の日でご

ざいまして、優勝して、そのまんま優勝旗を折り畳まずに卒団式に持って帰りました。これ

が私の 1 つの想い出です。 
 その長男が私と同じ豊田西高校で野球をやりまして、夏の大会は準決勝まで行きまして、

対戦相手が名電でした。運良く代打で出場させていただきまして、濱田達郎投手と対戦する

ことができましたが、空振り三振でした。見逃し三振だったら怒ってやろうかと思いました

けども、空振り三振は非常に嬉しかったです。そんな想い出がございます。 
 ここからは岡崎信用金庫の略歴を話したいと思うんですが、平成元年に入行しました。そ

こから今の碧南中央支店で 10 店舗目になります。その中で 2 店舗目の岡崎にある上里支店は

新店舗開設でございました。まず集まった所は何もない野原にプレハブが 1 つ建っておりま

して、1 階は建設業者の方、2 階が私共ということで、今では考えられないですが、個人情報

の管理に関しては非常に雑でございました。新店舗開設というと、私が入行してから 25 店舗

ぐらいですから、良い経験をさせていただきました。 
 最後に 2 月に碧南 RC に入会させていただきまして、非常に楽しく参加させていただいて

おります。私の前任の一柳支店長は 4 年間在籍させていただきましたが、丁度 55 周年と 60
周年の間でございまして、私が入って 2 か月後に 60 周年誌に写真が載ることに対して非常に

感謝しております。 
 これで私の履歴書を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 
 
 
会員 河原康浩君 
 
 皆さん、こんにちは。三菱 UFJ 銀行の河原です。伊藤支店

長と丁度同じ世代に金融機関に入っているということで、かな

りダブる話もあるかと思いますが、しばらくお付き合いいただ

河原康浩君 



きたいと思いますので、よろしくお願い致します。 
 私は生まれが 1968 年 8 月で、今年で 51 歳になります。住まいは愛知県一宮市でございま

して、家族構成が妻と子供が 3 人、大学 4 年生の長女、大学 2 年生の次女、大学 1 年生の長

男でございます。経歴は一宮市内の小学校、中学校を卒業しまして、高校は北名古屋市にあ

る西春高校に進学しました。大学は地元の中京大学に進学しました。学生時代は少年野球と

ハンドボールをやっておりました。少年野球のチームメイトに元中日ドラゴンズのキャッチ

ャーをやっておりまして、享栄高校の時に甲子園に出場しました長谷部捕手がいました。化

け物のような選手だったんですけども、その選手でもプロに行けばあまり活躍することなく、

今は現役を引退されてしまっているので、寂しく思っている次第であります。 
 大学時代は部活に入らずにバイトをしておりました。私が辞めた後にそのバイト先で大き

な事件がありまして、「栄のど真ん中で賭博を摘発」という見出しの記事が出まして、経営者

が代わった後に賭博されていて摘発されたということで、私は何も関係なかったんですけど

も、丁度バブルだったので、怖い時代だったなと改めて振り返っていた次第でございます。 
 社会人になったのは平成 3 年でございまして、当時の東海銀行に入行致しました。俗に言

うバブル世代になります。最初に配属されたのが碧南支店でした。当時の想い出は、朝から

必死になって集配金をして、当日の勘定に間に合うように走り回っていたのを憶えておりま

す。 
 2 か店目に配属されたのが、名古屋市東区にある東支店でした。かなり忙しい店でした。 
 3 か店目に配属されたのが、岐阜支店になります。時期は平成 9 年でして、この年は北海

道拓殖銀行の破綻ですとか、山一証券の自主廃業などがあって金融業界としてもかなり大き

な出来事がありました。 
 4 か店目に配属されたのが、2 回目の東支店でした。ここでは 2 つの想い出がありまして、

1 つは銀行の合併で、もう 1 つは銀行強盗が入りました。平成 19 年 5 月 1 日の午前 9 時ぐら

いに刃物を持った男性がロビーに来まして、女性職員を人質に取りました。支店には警察や

マスコミ関係者が来まして、周囲を取り囲んで支店の中も外も大変な状況だったんですけど

も、幸いに人質になっていた女性職員は機転を利かせて犯人が油断した隙に振り払って逃げ

たものですから、その後警察が犯人を取り押さえて事なきを得ました。 
 その後も色々な店舗に行きまして、昨年の 12 月に碧南支店に再び着任致しました。おかげ

さまで碧南支店は平成 29 年に 100 周年を迎えることができました。最近、金融業界も大きな

変革期を迎えておりまして、銀行機能は社会には必要なんだけれども、その機能になるのは

銀行じゃなくてもいいと言われております。我々としましては、それではいけないというこ

とで、安心してお取引をいただける金融機関を目指して変革期に立ち向かっていきたいと思

っておりますので、またよろしくお願い致します。会社の話は以上になります。 
 私の趣味は喫茶店巡りと空手になります。空手の方は元々興味のある中で、30 代の半ばに

新聞の折り込みチラシがきっかけで入門しました。転勤をしていますので、流派が変わって

おりますけども、かれこれ 13 年程続けております。 
 私の履歴書は以上になります。どうもご清聴ありがとうございました。 
 



 
 
 
 

 

次回例会案内 
 

令和元年６月１９日（水） 最終例会 役員挨拶 


